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大会コード [22691301] 

競技場コード [222010] 

 



コンディション情報

大会総務 稲垣　裕 トラック審判長 名倉　喜三郎

跳躍審判長 名倉　喜三郎 投てき審判長 名倉　喜三郎

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/04/24 09:30 雨 18.0 95.0 北北西 0.1

10:00 雨 19.0 92.0 北 0.5
11:00 雨 18.5 95.0 北 0.2
12:00 雨 18.0 95.0 北 0.7
15:00 雨 18.5 97.0 北北西 0.7

4/24/2022 13:00 雨 18.0 97.0 北北西 0.2
14:00 雨 18.0 95.0 北北西 1.0

競技場
競技場

測定場所
競技場
競技場
競技場
競技場
競技場
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第５３回信州大学・名古屋大学対校陸上競技大会兼第２１回信州大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 【22691301】 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 2022/04/24 15:26
2022/04/24 ～ 2022/04/24

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 4月24日 大会記録 女 一般 100m 決　勝 1 1 12.50 +0.9m/s 祖父江　真子(3) 名古屋大学(愛　知)

2 4月24日 大会記録 女 一般 4X100mR 決　勝 1 1 49.10 名古屋大学(愛　知) 坂口　なつこ(2)
祖父江　真子(3)
小林　はづき(4)
中村　友香(4)



ト ラ ッ ク 審 判 長 名倉　喜三郎

跳 躍 審 判 長 名倉　喜三郎

投 て き 審 判 長 名倉　喜三郎

記 録 主 任 石鎚　一則

日付 種目

越山　遥斗(3) 10.65 松本　陸(4) 10.75 鳥居　青矢(4) 11.03 蔵　浩暉(3) 11.05 中山　悠馬(3) 11.33 上村　壮汰(2) 11.43
信州大学 信州大学 名古屋大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学
針生　祥平(4) 11.18(+0.5) 髙間　聖大(3) 11.27(+0.5) 傳田　聖弥(4) 11.37(+0.5) 西川原　友輝(2) 11.40(+0.5) 齋藤　岳(3) 11.42(+0.5) 小山　和馬(3) 11.49(+0.8) 亀川　翔也(2) 11.51(+0.7) 金田　隼弥(4) 11.63(+0.8)
名古屋大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学 名古屋大学 信州大学 愛知淑徳大学 名古屋大学
越山　遥斗(3) 21.83 鳥居　青矢(4) 22.23 髙間　聖大(3) 22.84 西川原　友輝(2) 23.40 中村　航成(3) 24.82
信州大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 信州大学
上村　壮汰(2) 23.32 亀川　翔也(2) 23.66 橘　昌希(M1) 25.20
名古屋大学 愛知淑徳大学 信州大学
石井　陽稀(3) 51.49 藤井　康平(2) 52.43 益田　隼冶(2) 53.14
名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
上村　壮汰(2) 53.40 西川原　友輝(2) 53.50 亀川　翔也(2) 54.49
名古屋大学 名古屋大学 愛知淑徳大学
三矢　泰河(3) 1:58.54 杉原　陸斗(3) 1:58.96 関　翔馬(2) 2:00.98 尾崎　康佑(2) 2:03.09 芝野　泰志(2) 2:03.86
名古屋大学 名古屋大学 信州大学 信州大学 信州大学
小中　龍之介(4) 2:01.24 中島　滉太(4) 2:01.70 野口　大輔(M1) 2:03.74 毛利　健太郎(4) 2:06.33 野間　奨五(3) 2:08.49 加藤　友輝(2) 2:10.95
信州大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学 信州大学 信州大学
阿部　祥典(2) 4:01.46 寺島　青(3) 4:03.81 松林　直亮(3) 4:04.47 長谷川　昂輝(2) 4:06.32 福嶋　明大(2) 4:14.03 大久保　信哉(3) 4:24.90
名古屋大学 名古屋大学 信州大学 信州大学 信州大学 名古屋大学
小中　龍之介(4) 4:10.24 松村　公平(2) 4:16.09 黒部　圭佑(3) 4:19.05 細田　勝太(M1) 4:21.14 森田　琉生(2) 4:30.00 竹野　侑介(3) 4:30.77 岡田　俊亮(3) 4:31.27 松井　孝矢(2) 4:37.89
信州大学 名古屋大学 名古屋大学 信州大学 信州大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学
松林　直亮(3) 14:51.75 小川　海里(2) 14:54.22 河﨑　憲祐(3) 14:56.75 中川　大輔(2) 15:25.92 古石　浩太郎(2) 15:33.37 上甲　和樹(2) 16:15.37
信州大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 信州大学 信州大学
吉岡　篤史(4) 15:16.21 有元　裕人(2) 15:18.93 大島　宏輝(M2) 15:22.43 三林　明弥(3) 15:27.47 村瀬　稜治(3) 15:37.33 森田　克馬(2) 15:38.74 落合　亮太(4) 15:58.71 藪中　雅也(2) 16:02.32
信州大学 信州大学 信州大学 信州大学 名古屋大学 信州大学 信州大学 信州大学
高橋　和寿(2) 17.67 濱田　仁介(2) 18.12
信州大学 信州大学
蔵　浩暉(3) 58.86 濱田　仁介(2) 1:02.48 高橋　和寿(2) 1:06.46
名古屋大学 信州大学 信州大学
信州大学 41.80 名古屋大学 41.90
傳田　聖弥(4) 齋藤　岳(3)
松本　陸(4) 髙間　聖大(3)
中山　悠馬(3) 鳥居　青矢(4)
越山　遥斗(3) 蔵　浩暉(3)
名古屋大学 3:27.84
石井　陽稀(3)
髙間　聖大(3)
益田　隼冶(2)
藤井　康平(2)
ファーストペレグリン 3:27.35
三矢　泰河(3)
大久保　信哉(3)
杉原　陸斗(3)
毛利　健太郎(4)
市川　忠樹(3) 1m45 鳥山　修人(2) 1m45
名古屋大学 名古屋大学

犬飼　佳寛(3) 1m45
名古屋大学

松下　陸(M2) 1m90
名古屋大学
松本　陸(4) 7m44(-0.2) 小山　和馬(3) 6m57(-0.5) 市川　忠樹(3) 6m52(-0.5) 傳田　聖弥(4) 6m03(-0.6) 鳥山　修人(2) 5m70(-0.1) 清原　敬介(4) 5m42(-0.1)
信州大学 信州大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学 名古屋大学
若林　圭汰(2) 6m24(-0.2) 塩澤　昂(2) 6m03(-0.3) 藤本　隼那(3) 6m00(+0.1) 氷見　敬太(4) 5m73(-0.5) 東　大陽(3) 5m71(+0.1)
信州大学 信州大学 信州大学 信州大学 信州大学
松本　陸(4) 13m74(-0.2) 若林　圭汰(2) 13m08(-0.5) 齋藤　岳(3) 12m72(-0.8) 犬飼　佳寛(3) 12m61(0.0) 藤本　隼那(3) 12m23(-1.0) 清原　敬介(4) 12m17(-0.4)
信州大学 信州大学 名古屋大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学
中村　龍彦(4) 11m31 小林　篤央(3) 11m02 糀　翔太(3) 10m95 小山　和馬(3) 9m83 安岡　大生(3) 8m88 澤　聡大(3) 8m70
名古屋大学 信州大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学 信州大学
桶川　晃毅(3) 9m16
信州大学

第５３回信州大学・名古屋大学対校陸上競技大会兼第２１回信州大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 【22691301】 
物産フードサイエンス1969知多スタジアム 【222010】 
2022/04/24 ～ 2022/04/24

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

4月24日
男子100m 
風：+1.0

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子100m

4月24日
男子200m 
風：+0.4

4月24日
ｵｰﾌﾟﾝ男子200m 

風：+0.7

4月24日 男子400m

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子400m

4月24日 男子800m

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子800m

4月24日 男子1500m

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子1500m

4月24日 男子5000m

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子5000m

4月24日
ｵｰﾌﾟﾝ男子110mH(1.067m) 

風：+0.9

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子400mH(0.914m)

4月24日 男子4X100mR

4月24日 男子4X400mR

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子4X400mR

4月24日 男子走高跳

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子走高跳

4月24日 男子走幅跳

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子走幅跳

4月24日 男子三段跳

4月24日 男子砲丸投(7.260kg)

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ男子砲丸投(7.260kg)



ト ラ ッ ク 審 判 長 名倉　喜三郎

跳 躍 審 判 長 名倉　喜三郎

投 て き 審 判 長 名倉　喜三郎

記 録 主 任 石鎚　一則

日付 種目

第５３回信州大学・名古屋大学対校陸上競技大会兼第２１回信州大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 【22691301】 
物産フードサイエンス1969知多スタジアム 【222010】 
2022/04/24 ～ 2022/04/24

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

糀　翔太(3) 37m09 安岡　大生(3) 34m57 小林　篤央(3) 33m14 中村　龍彦(4) 30m57
名古屋大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学

4月24日 男子円盤投(2.000kg)



ト ラ ッ ク 審 判 長 名倉　喜三郎

跳 躍 審 判 長 名倉　喜三郎

投 て き 審 判 長 名倉　喜三郎

記 録 主 任 石鎚　一則

日付 種目

第５３回信州大学・名古屋大学対校陸上競技大会兼第２１回信州大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 【22691301】 
物産フードサイエンス1969知多スタジアム 【222010】 
2022/04/24 ～ 2022/04/24

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

中村　龍彦(4) 47m40 桶川　晃毅(3) 38m38 柳生　憲伸(4) 32m10 澤　聡大(3) 17m85
名古屋大学 信州大学 名古屋大学 信州大学
中村　龍彦(4) 41m58 小山　和馬(3) 37m90 西倉　幸史(2) 32m26 佐野　雄星(3) 28m88
名古屋大学 信州大学 信州大学 名古屋大学
祖父江　真子(3) 12.50 坂口　なつこ(2) 13.20
名古屋大学 GR 名古屋大学
祖父江　真子(3) 26.05
名古屋大学
丹羽　優菜(3) 1:05.61 金井　智穂(3) 1:16.02
名古屋大学 名古屋大学
池尾　優衣(3) 4:58.24 水谷　明日香(2) 5:22.02 工藤　愛菜(3) 5:25.35 喜古　響(3) 5:43.28
信州大学 名古屋大学 信州大学 名古屋大学
髙野　華純(2) 5:28.76 太田　華乃(2) 5:36.12
信州大学 信州大学
近藤　友香(2) 20:22.72
信州大学
坂口　なつこ(2) 15.43
名古屋大学
神田　唯衣(4) 1:12.19
名古屋市立大学
名古屋大学 49.10
坂口　なつこ(2) GR
祖父江　真子(3)
小林　はづき(4)
中村　友香(4)
中村　友香(4) 1m55 百合草　美優(3) 1m50
名古屋大学 名古屋大学

小林　はづき(4) 5m48(-0.3) 江尻　智香(3) 4m66(-0.3) 五味　美桜奈(3) 4m58(-0.4)
名古屋大学 名古屋大学 信州大学
茶谷　百香(2) 4m94(-0.4)
椙山女学園大学
仲井　瑞紀(4) 11m19(-0.3) 江尻　智香(3) 10m01(-0.3)
椙山女学園大学 名古屋大学
百合草　美優(3) 6m92 中村　友香(4) 4m71
名古屋大学 名古屋大学
佐藤　涼華(3) 27m47
信州大学

男子総合 名古屋大学 110点 信州大学 94点
男子トラック 名古屋大学 62点 信州大学 49点

男子フィールド 名古屋大学 48点 信州大学 45点
女子総合 名古屋大学 23点 信州大学 7点

女子トラック 名古屋大学 12点 信州大学 6点
女子フィールド 名古屋大学 11点 信州大学 1点

凡例  GR:大会記録

4月24日
ｵｰﾌﾟﾝ男子ハンマー投

(7.260kg)

4月24日 男子やり投(800g)

4月24日
女子100m 
風：+0.9

4月24日
ｵｰﾌﾟﾝ女子200m 

風：+0.3

4月24日 女子400m

4月24日 女子1500m

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ女子1500m

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ女子5000m

4月24日
ｵｰﾌﾟﾝ女子100mH(0.838m) 

風：+0.4

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ女子400mH(0.762m)

4月24日 女子4X100mR

4月24日 女子走高跳

4月24日 女子走幅跳

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ女子走幅跳

対抗得点

対抗得点

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ女子三段跳

4月24日 女子砲丸投(4.000kg)

4月24日 ｵｰﾌﾟﾝ女子やり投(600g)



男子100m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 10.60     掛川 崇(信州大学)                     1995 4月24日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

1 6 292 越山　遥斗(3) 信州大学 10.65
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ

2 4 273 松本　陸(4) 信州大学 10.75
ﾄﾘｲ ｾｲﾔ

3 5 401 鳥居　青矢(4) 名古屋大学 11.03
ｸﾗ ﾋﾛｷ

4 3 402 蔵　浩暉(3) 名古屋大学 11.05
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾏ

5 7 286 中山　悠馬(3) 信州大学 11.33
ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ

6 8 403 上村　壮汰(2) 名古屋大学 11.43



ｵｰﾌﾟﾝ男子100m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.5) 2組 (風:+0.8)

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

ﾊﾘｳ ｼｮｳﾍｲ ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

1 3 648 針生　祥平(4) 名古屋大学 11.18 1 8 293 小山　和馬(3) 信州大学 11.49
ﾀｶﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

2 8 406 髙間　聖大(3) 名古屋大学 11.27 2 3 655 金田　隼弥(4) 名古屋大学 11.63
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ

3 5 274 傳田　聖弥(4) 信州大学 11.37 3 4 313 若林　圭汰(2) 信州大学 11.66
ﾆｼｶﾜﾗ ﾄﾓｷ ｻﾉ ﾕｳｾｲ

4 4 405 西川原　友輝(2) 名古屋大学 11.40 4 5 413 佐野　雄星(3) 名古屋大学 11.76
ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ

5 6 404 齋藤　岳(3) 名古屋大学 11.42 5 6 299 中村　航成(3) 信州大学 12.01
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ ﾌｶﾂ ﾖｼﾋﾄ

7 412 足立　涼輔(2) 名古屋大学 DNS 7 673 深津　義士(M1) 名古屋大学 DNS

3組 (風:+0.7) 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

ｶﾒｶﾜ ｼｮｳﾔ ﾊﾘｳ ｼｮｳﾍｲ

1 4 93 亀川　翔也(2) 愛知淑徳大学 11.51 1 648 針生　祥平(4) 名古屋大学 11.18 +0.5
ｶﾜｻｷ ﾃﾂｱｷ ﾀｶﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ

2 6 633 川崎　哲彰(2) 名古屋大学 11.75 2 406 髙間　聖大(3) 名古屋大学 11.27 +0.5
ﾋﾐ ｹｲﾀ ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ

3 3 276 氷見　敬太(4) 信州大学 11.91 3 274 傳田　聖弥(4) 信州大学 11.37 +0.5
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ﾆｼｶﾜﾗ ﾄﾓｷ

4 8 287 斎藤　寛人(3) 信州大学 12.30 4 405 西川原　友輝(2) 名古屋大学 11.40 +0.5
ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾏｻｷ ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ

5 5 266 橘　昌希(M1) 信州大学 12.39 5 404 齋藤　岳(3) 名古屋大学 11.42 +0.5
ﾆｼｸﾗ ｺｳｼ ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

6 7 305 西倉　幸史(2) 信州大学 13.12 6 293 小山　和馬(3) 信州大学 11.49 +0.8
ｶﾒｶﾜ ｼｮｳﾔ

7 93 亀川　翔也(2) 愛知淑徳大学 11.51 +0.7
ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

8 655 金田　隼弥(4) 名古屋大学 11.63 +0.8

凡例  DNS:欠場



男子200m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 21.62     井上 隆志(信州大学)                   2003 4月24日 13:10 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

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

1 5 292 越山　遥斗(3) 信州大学 21.83
ﾄﾘｲ ｾｲﾔ

2 4 401 鳥居　青矢(4) 名古屋大学 22.23
ﾀｶﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ

3 6 406 髙間　聖大(3) 名古屋大学 22.84
ﾆｼｶﾜﾗ ﾄﾓｷ

4 7 405 西川原　友輝(2) 名古屋大学 23.40
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ

5 3 299 中村　航成(3) 信州大学 24.82



ｵｰﾌﾟﾝ男子200m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 13:10 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

ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ

1 5 403 上村　壮汰(2) 名古屋大学 23.32
ｶﾒｶﾜ ｼｮｳﾔ

2 7 93 亀川　翔也(2) 愛知淑徳大学 23.66
ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾏｻｷ

3 8 266 橘　昌希(M1) 信州大学 25.20
ｶﾜｻｷ ﾃﾂｱｷ

2 633 川崎　哲彰(2) 名古屋大学 DNS
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

3 412 足立　涼輔(2) 名古屋大学 DNS
ﾊﾘｳ ｼｮｳﾍｲ

4 648 針生　祥平(4) 名古屋大学 DNS
ﾌｶﾂ ﾖｼﾋﾄ

6 673 深津　義士(M1) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 48.40     掛川 崇(信州大学)                     1995 4月24日 11:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｲ ﾊﾙｷ

1 5 408 石井　陽稀(3) 名古屋大学 51.49
ﾌｼﾞｲ ｺｳﾍｲ

2 3 409 藤井　康平(2) 名古屋大学 52.43
ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

3 4 410 益田　隼冶(2) 名古屋大学 53.14



ｵｰﾌﾟﾝ男子400m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 11:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ

1 8 403 上村　壮汰(2) 名古屋大学 53.40
ﾆｼｶﾜﾗ ﾄﾓｷ

2 6 405 西川原　友輝(2) 名古屋大学 53.50
ｶﾒｶﾜ ｼｮｳﾔ

3 7 93 亀川　翔也(2) 愛知淑徳大学 54.49
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

3 412 足立　涼輔(2) 名古屋大学 DNS
ﾖｼﾊﾗ ﾏｺﾄ

5 672 吉原　諒(2) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子800m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)               1:54.68     中島 大智(信州大学)                   2017 4月24日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾂﾔ ﾀｲｶﾞ

1 4 415 三矢　泰河(3) 名古屋大学 1:58.54
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｸﾄ

2 3 416 杉原　陸斗(3) 名古屋大学 1:58.96
ｾｷ ｼｮｳﾏ

3 5 307 関　翔馬(2) 信州大学 2:00.98
ｵｻｷ ｺｳｽｹ

4 8 320 尾崎　康佑(2) 信州大学 2:03.09
ｼﾊﾞﾉ ﾀｲｼ

5 7 315 芝野　泰志(2) 信州大学 2:03.86
ﾔｽｲ ﾖｳｽｹ

6 414 安井　遥祐(4) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



ｵｰﾌﾟﾝ男子800m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 12:50 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 2 265 小中　龍之介(4) 信州大学 2:01.24
ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ

2 6 650 中島　滉太(4) 名古屋大学 2:01.70
ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

3 4 267 野口　大輔(M1) 信州大学 2:03.74
ﾓｳﾘ ｹﾝﾀﾛｳ

4 3 604 毛利　健太郎(4) 名古屋大学 2:06.33
ﾉﾏ ｼｮｳｺﾞ

5 7 294 野間　奨五(3) 信州大学 2:08.49
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ

6 8 316 加藤　友輝(2) 信州大学 2:10.95
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ

1 607 内田　朋秀(M2) 名古屋大学 DNS
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾄｼ

5 432 松井　一隼(2) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子1500m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)               3:57.45     中村 高洋(名古屋大学)                 2005 4月24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

ｱﾍﾞ ｼｮｳｽｹ

1 4 419 阿部　祥典(2) 名古屋大学 4:01.46
ﾃﾗｼﾏ ﾊﾙ

2 3 418 寺島　青(3) 名古屋大学 4:03.81
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾅｵｱｷ

3 1 290 松林　直亮(3) 信州大学 4:04.47
ﾊｾｶﾞﾜ　ｺｳｷ

4 5 318 長谷川　昂輝(2) 信州大学 4:06.32
ﾌｸｼﾏ ﾒｲﾀﾞｲ

5 2 317 福嶋　明大(2) 信州大学 4:14.03
ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝﾔ

6 6 417 大久保　信哉(3) 名古屋大学 4:24.90



ｵｰﾌﾟﾝ男子1500m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24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

ｺﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 4 265 小中　龍之介(4) 信州大学 4:10.24
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ

2 10 605 松村　公平(2) 名古屋大学 4:16.09
ｸﾛﾍﾞ ｹｲｽｹ

3 1 609 黒部　圭佑(3) 名古屋大学 4:19.05
ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ

4 2 269 細田　勝太(M1) 信州大学 4:21.14
ﾓﾘﾀ ﾘｭｳｷ

5 7 319 森田　琉生(2) 信州大学 4:30.00
ﾀｹﾉ ﾕｳｽｹ

6 3 669 竹野　侑介(3) 名古屋大学 4:30.77
ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

7 9 628 岡田　俊亮(3) 名古屋大学 4:31.27
ﾏﾂｲ ｺｳﾔ

8 6 433 松井　孝矢(2) 名古屋大学 4:37.89
ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ

5 650 中島　滉太(4) 名古屋大学 DNS
ｸﾛﾉ ﾀｲﾍｲ

8 610 黒野　泰平(3) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)              14:48.42     山本 崇博(名古屋大学)                 2010 4月24日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾅｵｱｷ

1 4 290 松林　直亮(3) 信州大学 14:51.75

ｵｶﾞﾜ ｶｲﾘ

2 2 422 小川　海里(2) 名古屋大学 14:54.22

ｶﾜｻｷ ｹﾝｽｹ

3 1 420 河﨑　憲祐(3) 名古屋大学 14:56.75

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

4 3 421 中川　大輔(2) 名古屋大学 15:25.92

ｺｲｼ ｺｳﾀﾛｳ

5 6 308 古石　浩太郎(2) 信州大学 15:33.37

ｼﾞｮｳｺｳ ｶｽﾞｷ

6 5 321 上甲　和樹(2) 信州大学 16:15.37



ｵｰﾌﾟﾝ男子5000m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｵｶ ｱﾂｼ

1 9 277 吉岡　篤史(4) 信州大学 15:16.21

ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛﾄ

2 19 302 有元　裕人(2) 信州大学 15:18.93

ｵｵｼﾏ ｺｳｷ

3 4 261 大島　宏輝(M2) 信州大学 15:22.43

ｻﾝﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ

4 6 301 三林　明弥(3) 信州大学 15:27.47

ﾑﾗｾ ﾘｮｳｼﾞ

5 20 423 村瀬　稜治(3) 名古屋大学 15:37.33

ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ

6 17 324 森田　克馬(2) 信州大学 15:38.74

ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ

7 18 282 落合　亮太(4) 信州大学 15:58.71

ﾔﾌﾞﾅｶ ﾏｻﾔ

8 12 312 藪中　雅也(2) 信州大学 16:02.32

ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ

9 10 650 中島　滉太(4) 名古屋大学 16:02.65

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ

10 1 289 菅沼　直紘(3) 信州大学 16:12.98

ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ

11 22 629 野澤　侑五(2) 名古屋大学 16:16.71

ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾑ

12 23 296 杉山　温夢(3) 信州大学 16:25.02

ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾐﾂ

13 5 639 森下　紘光(4) 名古屋大学 16:37.06

ｻｲﾄｳ ﾕｳ

14 7 642 斉藤　雄(3) 名古屋大学 16:40.11

ｱﾗｵ ﾌｸﾉｽｹ

15 13 297 荒尾　福之助(3) 信州大学 16:40.75

ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ

16 8 263 高橋　巧(6) 信州大学 16:51.51

ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻﾔ

17 11 314 長谷川　勇矢(2) 信州大学 17:02.10

ｶﾜｶﾐ ｹﾞﾝ

2 304 川上　玄(2) 信州大学 DNS
ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾞｲ

3 291 鶴見　航大(3) 信州大学 DNS
ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

14 278 嶋本　友樹(4) 信州大学 DNS
ｸﾛﾉ ﾀｲﾍｲ

15 610 黒野　泰平(3) 名古屋大学 DNS
ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｾｲ

16 311 小畑　侑世(2) 信州大学 DNS
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ

21 607 内田　朋秀(M2) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



ｵｰﾌﾟﾝ男子110mH(1.067m)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 11:40 決　勝

決　勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ

1 3 322 高橋　和寿(2) 信州大学 17.67
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ

2 5 309 濱田　仁介(2) 信州大学 18.12
ﾂﾎﾞｲ ﾅﾙ

4 615 坪井　成(3) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



ｵｰﾌﾟﾝ男子400mH(0.914m)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾗ ﾋﾛｷ

1 5 402 蔵　浩暉(3) 名古屋大学 58.86
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ

2 4 309 濱田　仁介(2) 信州大学 1:02.48
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ

3 3 322 高橋　和寿(2) 信州大学 1:06.46
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾏ

6 286 中山　悠馬(3) 信州大学 DNS
ﾂﾎﾞｲ ﾅﾙ

7 615 坪井　成(3) 名古屋大学 DNS

凡例  DNS:欠場



男子4X100mR
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 40.88     名古屋大学(名古屋大学)                2017 4月24日 12:10 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 5 信州大学 274 傳田　聖弥(4) ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 41.80
273 松本　陸(4) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
286 中山　悠馬(3) ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾏ
292 越山　遥斗(3) ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

2 4 名古屋大学 404 齋藤　岳(3) ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 41.90
406 髙間　聖大(3) ﾀｶﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ
401 鳥居　青矢(4) ﾄﾘｲ ｾｲﾔ
402 蔵　浩暉(3) ｸﾗ ﾋﾛｷ



ｵｰﾌﾟﾝ男子4X100mR
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 12:10 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

6 ちゃんちゃんこ DNS

凡例  DNS:欠場



男子4X400mR
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)               3:16.65     名古屋大学(名古屋大学)                2017 4月24日 15:15 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 5 名古屋大学 408 石井　陽稀(3) ｲｼｲ ﾊﾙｷ 3:27.84

406 髙間　聖大(3) ﾀｶﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ
410 益田　隼冶(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝﾔ
409 藤井　康平(2) ﾌｼﾞｲ ｺｳﾍｲ



ｵｰﾌﾟﾝ男子4X400mR
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 15:15 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 6 ファーストペレグリン 415 三矢　泰河(3) ﾐﾂﾔ ﾀｲｶﾞ 3:27.35

417 大久保　信哉(3) ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝﾔ
416 杉原　陸斗(3) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｸﾄ
604 毛利　健太郎(4) ﾓｳﾘ ｹﾝﾀﾛｳ



男子走高跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                  2m00     山本 剛久(信州大学)                   1987

大会記録(GR)                  2m00     早川 孝一(信州大学)                   1983 4月24日 11:00 決　勝

決　勝　

ｲﾁｶﾜ ﾀﾀﾞｷ ○ r

1 2 424 市川　忠樹(3) 名古屋大学 1m45
ﾄﾘﾔﾏ ｼｭｳﾄ × × ○ r

2 1 426 鳥山　修人(2) 名古屋大学 1m45
ｲﾇｶｲ ﾖｼﾋﾛ × × ○ × × ×

2 3 425 犬飼　佳寛(3) 名古屋大学 1m45

1m50
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m45



ｵｰﾌﾟﾝ男子走高跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ ○ ○ × × ×

1 2 637 松下　陸(M2) 名古屋大学 1m90
ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ

1 617 小山　航(D1) 名古屋大学 DNS

1m90 1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m85

凡例  DNS:欠場



男子走幅跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                  7m52     角屋 喜基(名古屋大学)                 2018 4月24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

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 7m44 × × 7m44 6 × × 7m44 7m44
1 6 273 松本　陸(4) 信州大学 -0.2 -0.2 -0.5 -0.2

ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 6m39 6m31 6m36 6m39 4 × 6m37 6m57 6m57
2 3 293 小山　和馬(3) 信州大学 -0.4 -0.3 -0.1 -0.4 -0.8 -0.5 -0.5

ｲﾁｶﾜ ﾀﾀﾞｷ 6m42 × － 6m42 5 6m24 6m40 6m52 6m52
3 5 424 市川　忠樹(3) 名古屋大学 -0.2 -0.2 -0.6 -0.2 -0.5 -0.5

ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 6m00 5m96 6m03 6m03 3 6m01 × × 6m03
4 4 274 傳田　聖弥(4) 信州大学 -0.7 -0.4 -0.6 -0.6 -0.3 -0.6

ﾄﾘﾔﾏ ｼｭｳﾄ 5m70 × － 5m70 2 5m45 5m36 5m41 5m70
5 1 426 鳥山　修人(2) 名古屋大学 -0.1 -0.1 -0.4 -0.9 -0.6 -0.1

ｷﾖﾊﾗ ｹｲｽｹ × 5m42 × 5m42 1 × － － 5m42
6 2 427 清原　敬介(4) 名古屋大学 -0.1 -0.1 -0.1



ｵｰﾌﾟﾝ男子走幅跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24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

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ × 6m17 6m24 6m24
1 4 313 若林　圭汰(2) 信州大学 -0.1 -0.2 -0.2

ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 5m84 6m03 × 6m03
2 1 303 塩澤　昂(2) 信州大学 -0.4 -0.3 -0.3

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾔﾅ 5m89 × 6m00 6m00
3 5 285 藤本　隼那(3) 信州大学 +0.1 +0.1 +0.1

ﾋﾐ ｹｲﾀ × 5m54 5m73 5m73
4 2 276 氷見　敬太(4) 信州大学 -0.4 -0.5 -0.5

ﾋｶﾞｼ ﾀｲﾖｳ × 5m48 5m71 5m71
5 3 288 東　大陽(3) 信州大学 -0.5 +0.1 +0.1



男子三段跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 15m06     佐藤 賢一(信州大学)                   2007 4月24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

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 13m73 13m74 13m36 13m74 6 － － 13m59 13m74
1 4 273 松本　陸(4) 信州大学 -1.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ × 13m08 13m07 13m08 5 × 12m93 × 13m08
2 6 313 若林　圭汰(2) 信州大学 -0.5 0.0 -0.5 -0.2 -0.5

ｻｲﾄｳ ｶﾞｸ 11m54 × 12m49 12m49 3 12m55 － 12m72 12m72
3 2 404 齋藤　岳(3) 名古屋大学 -0.5 -0.4 -0.4 -0.2 -0.8 -0.8

ｲﾇｶｲ ﾖｼﾋﾛ 12m40 12m61 12m33 12m61 4 － × 12m53 12m61
4 3 425 犬飼　佳寛(3) 名古屋大学 -1.0 0.0 -0.1 0.0 -0.3 0.0

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾔﾅ 12m03 12m19 12m05 12m19 2 × 12m23 × 12m23
5 5 285 藤本　隼那(3) 信州大学 -0.7 -0.3 -0.5 -0.3 -1.0 -1.0

ｷﾖﾊﾗ ｹｲｽｹ × 11m49 12m17 12m17 1 － － － 12m17
6 1 427 清原　敬介(4) 名古屋大学 -1.0 -0.4 -0.4 -0.4



男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 13m80     中村 友昭(名古屋大学)                 2003 4月24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

1 6 428 中村　龍彦(4) 名古屋大学 × × × 11m31 × × 11m31

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ

2 5 298 小林　篤央(3) 信州大学 10m33 9m93 11m02 11m02 × × × 11m02

ｺｳｼﾞ ｼｮｳﾀ

3 4 429 糀　翔太(3) 名古屋大学 10m21 9m79 10m95 10m95 × × 10m68 10m95

ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

4 3 293 小山　和馬(3) 信州大学 × × 9m79 9m79 × 9m83 9m82 9m83

ﾔｽｵｶ ﾀｲｾｲ

5 2 430 安岡　大生(3) 名古屋大学 8m00 8m15 7m79 8m15 8m72 8m32 8m88 8m88

ｻﾜ ｱｷﾋﾛ

6 1 283 澤　聡大(3) 信州大学 7m98 8m70 × 8m70 × × 8m68 8m70



ｵｰﾌﾟﾝ男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24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

ｵｹｶﾜ ｺｳｷ

1 1 295 桶川　晃毅(3) 信州大学 8m92 9m12 9m16 9m16 9m16



男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 39m79     山地 博一(信州大学)                   1976 4月24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

ｺｳｼﾞ ｼｮｳﾀ

1 2 429 糀　翔太(3) 名古屋大学 × 37m09 × 37m09 × × × 37m09

ﾔｽｵｶ ﾀｲｾｲ

2 4 430 安岡　大生(3) 名古屋大学 34m57 × × 34m57 × × 33m61 34m57

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ

3 1 298 小林　篤央(3) 信州大学 × 32m32 × 32m32 × × 33m14 33m14

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ

4 3 428 中村　龍彦(4) 名古屋大学 × 30m57 × 30m57 × × × 30m57



ｵｰﾌﾟﾝ男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 10:00 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

1 4 428 中村　龍彦(4) 名古屋大学 47m40 × × 47m40 47m40

ｵｹｶﾜ ｺｳｷ

2 3 295 桶川　晃毅(3) 信州大学 38m38 × × 38m38 38m38

ﾔｷﾞｭｳ ｹﾝｼﾝ

3 2 857 柳生　憲伸(4) 名古屋大学 × 32m10 × 32m10 32m10

ｻﾜ ｱｷﾋﾛ

4 1 283 澤　聡大(3) 信州大学 × 17m85 × 17m85 17m85



男子やり投(800g)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 64m77     西田 亮也(名古屋大学)                 2017 4月24日 13:00 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

1 3 428 中村　龍彦(4) 名古屋大学 35m95 × × 35m95 5 41m58 × × 41m58

ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

2 5 293 小山　和馬(3) 信州大学 × × 35m46 35m46 4 × 37m80 37m90 37m90

ﾆｼｸﾗ ｺｳｼ

3 4 305 西倉　幸史(2) 信州大学 × 32m14 × 32m14 3 32m26 × × 32m26

ｻﾉ ﾕｳｾｲ

4 1 413 佐野　雄星(3) 名古屋大学 × 28m88 × 28m88 2 28m75 × × 28m88

ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｶﾞ

2 431 大島　涼賀(3) 名古屋大学 × × × 1 × × × NM

凡例  NM:記録なし



女子100m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 12.66     三枝 夏季(信州大学)                   2006 4月24日 10:00 決　勝

決　勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾌｴ ﾏｺ

1 4 402 祖父江　真子(3) 名古屋大学 12.50 GR
ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂｺ

2 3 401 坂口　なつこ(2) 名古屋大学 13.20
ｲﾄｳ ﾋﾅｺ

5 86 伊藤　日菜子(3) 信州大学 DNS

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



ｵｰﾌﾟﾝ女子200m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 13:10 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｿﾌｴ ﾏｺ

1 6 402 祖父江　真子(3) 名古屋大学 26.05



女子400m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)               1:00.20     金尾 明日美(名古屋大学)               2007 4月24日 11:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾜ ﾕｳﾅ

1 5 403 丹羽　優菜(3) 名古屋大学 1:05.61
ｶﾅｲ ﾁﾎ

2 6 404 金井　智穂(3) 名古屋大学 1:16.02



女子1500m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)               4:30.35     鈴木 亜由子(名古屋大学)               2010 4月24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

ｲｹｵ ﾕｲ

1 2 90 池尾　優衣(3) 信州大学 4:58.24
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｽｶ

2 3 406 水谷　明日香(2) 名古屋大学 5:22.02
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ

3 4 84 工藤　愛菜(3) 信州大学 5:25.35
ｷｺ ﾋﾋﾞｷ

4 1 405 喜古　響(3) 名古屋大学 5:43.28



ｵｰﾌﾟﾝ女子1500m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24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

ﾀｶﾉ ｶｽﾐ

1 6 93 髙野　華純(2) 信州大学 5:28.76
ｵｵﾀ ﾊﾙﾉ

2 5 95 太田　華乃(2) 信州大学 5:36.12



ｵｰﾌﾟﾝ女子5000m
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶ

1 1 94 近藤　友香(2) 信州大学 20:22.72



ｵｰﾌﾟﾝ女子100mH(0.838m)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 11:45 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

ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂｺ

1 5 401 坂口　なつこ(2) 名古屋大学 15.43
ｲｹｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ

3 87 池川　葉月(3) 信州大学 DNS
ｲﾄｳ ﾋﾅｺ

4 86 伊藤　日菜子(3) 信州大学 DNS

凡例  DNS:欠場



ｵｰﾌﾟﾝ女子400mH(0.762m)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 13:40 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ

1 6 2273 神田　唯衣(4) 名古屋市立大学 1:12.19



女子4X100mR
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 50.31     信州大学(信州大学)                    2012 4月24日 15:00 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 6 名古屋大学 401 坂口　なつこ(2) ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂｺ 49.10 GR
402 祖父江　真子(3) ｿﾌｴ ﾏｺ
409 小林　はづき(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ
407 中村　友香(4) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

凡例  GR:大会記録



女子走高跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ × ○ ○ × × ×

1 3 407 中村　友香(4) 名古屋大学 1m55
ﾕﾘｸｻ ﾐﾕｳ ○ × × ×

2 2 408 百合草　美優(3) 名古屋大学 1m50
ｲｹｶﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ

1 87 池川　葉月(3) 信州大学 DNS

1m55 1m60
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m50

凡例  DNS:欠場



女子走幅跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                  5m49     森 美聡(名古屋大学)                   2013

大会記録(GR)                  5m49     荒俣 夏樹(名古屋大学)                 2002 4月24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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 5m20 × × 5m20 3 4m16 5m25 5m48 5m48
1 4 409 小林　はづき(4) 名古屋大学 -0.2 -0.2 +0.3 -0.1 -0.3 -0.3

ｴｼﾞﾘ ﾄﾓｶ × 4m35 4m45 4m45 1 4m57 4m62 4m66 4m66
2 3 410 江尻　智香(3) 名古屋大学 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3

ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 4m58 4m57 4m45 4m58 2 × 4m27 4m44 4m58
3 2 91 五味　美桜奈(3) 信州大学 -0.4 0.0 -0.1 -0.4 -0.2 -0.2 -0.4

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅ

1 92 関口　陽菜(3) 信州大学 DNS

凡例  DNS:欠場



ｵｰﾌﾟﾝ女子走幅跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24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

ﾁｬﾔ ﾓﾓｶ × 4m94 4m88 4m94
1 1 2116 茶谷　百香(2) 椙山女学園大学 -0.4 0.0 -0.4



ｵｰﾌﾟﾝ女子三段跳
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 13:00 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

ﾅｶｲ ﾐｽﾞｷ × 11m05 11m19 11m19
1 3 2112 仲井　瑞紀(4) 椙山女学園大学 -0.5 -0.3 -0.3

ｴｼﾞﾘ ﾄﾓｶ × × 10m01 10m01
2 2 410 江尻　智香(3) 名古屋大学 -0.3 -0.3

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅ

1 92 関口　陽菜(3) 信州大学 DNS

凡例  DNS:欠場



女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

大会記録(GR)                 11m14     新津 まり菜(信州大学)                 2016 4月24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

ﾕﾘｸｻ ﾐﾕｳ

1 2 408 百合草　美優(3) 名古屋大学 6m42 6m06 5m81 6m42 2 6m16 6m86 6m92 6m92

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

2 1 407 中村　友香(4) 名古屋大学 × 4m71 － 4m71 1 － － － 4m71



ｵｰﾌﾟﾝ女子やり投(600g)
審 判 長：名倉　喜三郎

記録主任：石鎚　一則

4月24日 13:00 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

ｻﾄｳ ﾘｮｳｶ

1 1 85 佐藤　涼華(3) 信州大学 × × 27m47 27m47 27m47


