
第 5７回全国七大学総合体育大会 

第 69 回 全国七大学対校陸上競技大会 

第 29 回 全国七大学対校女子陸上競技大会 

 

 

期  日 ： 平成 30年 7月 28日（土） オープンの部・対校の部（一部） 

7月 29日（日） 対校の部 

 

会  場 ： 厚別公園陸上競技場 

        

主  催 ： 北海道大学体育会 

       東北大学学友会体育部 

       東京大学運動会 

       名古屋大学体育会 

       京都大学体育会 

       大阪大学体育会 

       九州大学体育総会 

 

主  管 ： 北海道大学陸上競技部 

 

運営協力 ： 札幌陸上競技協会 

       北海道学生陸上競技連盟 

 

 



  

第６９回  全国七大学対校陸上競技大会 

第２９回  全国七大学対校女子陸上競技大会 

大会役員 

大会委員長        安居院 高志 （北海道大学陸上競技部長） 

大会副委員長       阿部 匡樹  （北海道大学陸上競技部副部長） 

大会委員         佐藤 源之  （東北大学陸上競技部部長） 

             八田 秀雄  （東京大学陸上運動部部長） 

             永峰 康一郎 （名古屋大学陸上競技部部長） 

熊谷  元  （京都大学陸上競技部部長） 

             舟場 保之  （大阪大学陸上競技部部長） 

             藤光 康宏  （九州大学陸上競技部部長） 

              

                                                                                           

 

式次第 

＜ 開 会 式 ＞  

１  役員・選手整列 

２  開式通告           アナウンサー 

３  開会宣言            北海道大学陸上競技部  主務  大山 智広 

４  優勝杯返還          昨年度優勝校  男子  名古屋大学     女子 東北大学 

５  大会委員長挨拶      北海道大学陸上競技部 部長  安居院 高志 

６  審判長注意          審判長   玉井 清史 

７  選手宣誓   北海道大学陸上競技部 主 将  渡部 慶彦 

                       女子主将  塚越 千弘 

８  閉式通告            アナウンサー 

９  役員・選手退場 

＜ 閉 会 式 ＞  

１  役員・選手整列 

２  開式通告            アナウンサー 

３  成績発表            大会副委員長 北海道大学陸上競技部 副部長  阿部 匡樹 

４  表彰                大会委員長   北海道大学陸上競技部 部長   安居院 高志 

５  講評              北海道大学陸上競技部 監督  瀧澤 一騎 

６  閉会宣言           北海道大学陸上競技部 主務  大山 智広 

７  閉式通告            アナウンサー 

８  役員・選手解散 



開始時間 完了時間
男女 21 第1組 8:30 8:40

18 第2組 9:00 9:10
18 第3組 9:25 9:35
18 第4組 9:45 9:55
19 第5組 10:10 10:20

2 11:05 女 8 1組 10:35 10:45
1-4組 10:40 10:50
5-7組 10:50 11:00
8-10組 11:00 11:10

4 11:45 女 23 1･2組 11:15 11:25
1・2組 11:30 11:40
3・4組 11:40 11:50
5・6組 11:50 12:00
7・8組 12:00 12:10
9組 12:10 12:20

6 12:55 女 22 1-3組 12:25 12:35
1-5組 12:35 12:45
6-10組 12:45 12:55
11-15組 12:55 13:05
16-20組 13:05 13:15
21-23組 13:15 13:25

8 13:55 女 3 1組 13:25 13:35
9 14:05 男 27 1-3組 13:35 13:45
10 14:40
11 15:45 決 男 1500m 21 1組 15:15 15:25
12 16:00 決+OP 男女 5000mW 31 1組 15:30 15:40
13 16:40 決 男 4×100mR 7 1組 16:10 16:20

開始時間 完了時間
1 9:40 男 走幅跳A 20 A 9:00 9:10
2 9:40 男 走幅跳B 21 B 9:00 9:10
3 13:00 男 棒高跳 10 A 11:50 12:00
4 13:00 女 走幅跳 8 A 12:20 12:30
5 15:10 決 男 三段跳 20 B 14:30 14:40

開始時間 完了時間
1 10:00 男 やり投 17 A 9:20 9:30
2 12:30 女 やり投 5 A 11:50 12:00
3 15:10 決 男 ハンマー投 15 A 14:30 14:40

ピット

88

OP

OP

―フィールド競技（投擲）―

人数No. 開始時間 種別 種目
招集時間

OP

3

1500m

男

開会式

種目

種目No.

11:10

人数 組数

No. 開始時間 種別 人数 ピット

競　技　日　程
第1日目　7月28日　オープンの部

開始時間 種別

―フィールド競技（跳躍）―

1 5000m

400ｍ
男

4x400mR

―トラック競技―

招集時間

招集時間

9:00

5

12:00

男 153

100m
7

13:05

男 196



開始時間 完了時間
1 9:00 予 女 400m 13 2組3着+2 8:30 8:40
2 9:10 予 男 400m 21 3組2着+2 8:40 8:50
3 9:30 予 男 400mH 18 3組2着+2 9:00 9:10
4 9:50 予 男 800m 21 3組2着+2 9:20 9:30
5 10:15 予 女 100m 14 2組3着+2 9:45 9:55
6 10:25 予 男 100m 21 3組2着+2 9:55 10:05
7 10:40 決 男 3000mSC 21 10:10 10:20
8 11:05 決 女 400m 8 10:35 10:45
9 11:15 決 男 400m 21 10:45 10:55
10 11:30 決 男 400mH 8 11:00 11:10
11 11:55 決 女 100m 8 11:25 11:35
12 12:05 決 男 100m 8 11:35 11:45
13 12:20 決 女 800m 13 11:50 12:00
14 12:30 決 男 800m 8 12:00 12:10
15 12:40 予 男 110mH 18 3組2着+2 12:10 12:20
16 13:00 予 男 200m 21 3組2着+2 12:30 12:40
17 13:20 決 女 3000m 13 12:50 13:00
18 13:50 決 男 110mH 8 13:20 13:30
19 14:05 決 男 200m 8 13:35 13:45
20 14:15 決 男 5000m 21 13:45 13:55
21 14:40 決 女 4x100mR 7 14:10 14:20
22 14:55 決 男 4x400mR 7 14:25 14:35

開始時間 完了時間
1 9:00 女 走幅跳 10 A 8:20 8:30
2 9:00 男 走高跳 17 A 8:20 8:30
3 10:00 男 棒高跳 17 B 8:50 9:00
4 12:00 男 走幅跳 21 A 11:20 11:30
5 13:00 女 走高跳 11 A 12:20 12:30

開始時間 完了時間
1 9:00 男 やり投 17 A 8:20 8:30
2 9:00 女 砲丸投 9 A 8:20 8:30
3 11:00 男 砲丸投 19 A 10:20 10:30
4 13:00 男 円盤投 18 A 12:20 12:30

競　技　日　程
第2日目　7月29日　対校の部

―トラック競技―

No. 開始時間 種別 種目 人数 組-着+α
招集時間

―フィールド競技（跳躍）―

No. 開始時間 種別 種目 人数 ピット
招集時間

決

閉会式(競技終了後)

決

―フィールド競技（投擲）―

No. 開始時間 種別 種目 人数 ピット
招集時間



総 務 瀧澤　一騎 学

総 務 員 藤田　　光 学 大山　智広 学

ジ ュ リ ー 志田　幸雄 札 澤田　義盛 札

技 術 総 務 柳田　　進（兼）札

審 判 長 玉井　清史（ト）札 安岡　行雄(ﾌｨ)札

公 式 計 測 員 柳田　　進（兼）札

ア ナ ウ ン サ ー (主)堀崎　裕史 学 藤田　　萌 学

大 型 映 像 (主)町　悠太郎 札 中島　正樹 札 井川　雄人 学 長谷川　翔（兼）学

大坂　桃子 学 真鍋宏太郎 学

記録･情報処理
員

(主)薄　　　昇 札 斉藤　一幸 札 堀　　拓斗 学 根本　健太 学

森下　那海 学 稲村　勇雅 学

表 彰 係 (主)森　恵美子（兼）札 瀬戸　一世（兼）学 原田　和泉（兼）学 渡辺　啓暉（兼）学

井上　結太（兼）学

庶 務 係 (主)瀬戸　一世 学（兼）原田　和泉（兼）学 渡辺　啓暉（兼）学 井上　結太（兼）学

役 員 係 (主)森　恵美子（兼）札 瀬戸　一世（兼）学 原田　和泉（兼）学 渡辺　啓暉（兼）学

医 務 員 奥貫　拓実 学 玉山なつき 学

マ ー シ ャ ル (主)佐藤　元信 札

補 助 競 技 場 係 綿谷　咲良（兼）学

競 技 者 係 (主)小川　秀一 札 木村　　潔 札 大田　政吉 札 国松　奈央 札

畑　耕太郎（兼）学 本村　　新 学 長谷川桃子 学 尾関紗都子 学

米倉　透矢 学

ス タ ー タ ー (主)駒澤　　博 札 長谷川　翔（兼）学 山﨑　響生（兼）学 尾崎　里帆 学

(リ コ ー ラ ー ) 尼子　星仁 学 森合　健太 学 長野　晃大 学 赤坂健太朗 学

姫松　裕志 学 辰馬　怜子 学 石田　友梨 学 白石　　将 学

川住　遼典 学 坂本　雄太 学 武田真太郎 学

出 発 係 (主)小林　　正 空 早崎　　勝 札 西尾　行信 札 門田　正順 札

田中　洋輔 南 石井　正之 学 佐藤　　薫 学 石坂　優人 学

写 真 判 定 員 (主)綿谷　咲良（兼）学 橘　　　快（兼）学 金綱　航平（兼）学 野村　　錬（兼）学

川瀬　育夢（兼）学 山村　知巳（兼）学 森　　一紀（兼）学 菱山　悠太（兼）学

田辺　桐吾（兼）学 佐野　昌幸（兼）学 橋場　美咲（兼）学 加藤　芳規（兼）学

風 力 計 測 員 (主)中村冨士雄 札 柴田　　曜 学 西浦　　輝 学 中村　　輔 学

監 察 員 (主)世良田弘治 札 田中　政市 札 吉田　憲昭 札 木原　博之 札

依田　芳吏 札 冨塚　賢弥 学 新開　　啓 学 坪井　成浩 学

用 器 具 係 (主)藤井　　保 札 二宮　直人 学 小林　礼和 学 北原あかり 学

決勝審判･計時
員

(主)楯石　英雄（兼）札 田辺　桐吾（兼）学 佐野　昌幸（兼）学 橋場　美咲（兼）学

周 回 記 録 員 (主)綿谷　咲良（兼）学 竹中　千尋（兼）学 上田江里子 学

跳 躍 審 判 員 (主)若林　文時 札 宮本　秀一 札 鎌田　幸枝 札 有泉　花子 札

杉山　翔馬 学 菅井　徹人 学 中村俊太郎 学 小澤　皓太 学

石井　優妃 学 佐藤　太一 学

投 擲 審 判 員 (主)大脇　徳芳 札 岩田　一孝 札 宮本　幸江 札 三谷まゆみ 札

尾崎　信弥 小 菅野　和明 学 笹島　史好 学 濱　　圭佑 学

上　慎太郎 学 毛利　　茜 学 石丸　誠己 学 橋場　美咲（兼）学

競 歩 審 判 員 (主)畑　耕太郎（兼）学 橋本　秀樹 札 鈴木　克知 学 中川　岳士 学

竹中　千尋（兼）学 大倉　早貴 学

科 学 測 定 員 (主)高井　　梢（兼）学 森　　歩美（兼）学 中村　　歩（兼）学

補 助 員 係 綿谷　咲良（兼）学 橘　　　快（兼）学 金綱　航平（兼）学 野村　　錬（兼）学

川瀬　育夢（兼）学

競 技 役 員　 1日目

　　　　　　　小…小樽後志陸上競技協会、南…道南陸上競技協会

(主)…主任、札…札幌陸上競技協会、学…北海道学生陸上競技連盟、空…空知陸上競技協会
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総 務 瀧澤　一騎 学

総 務 員 藤田　　光 学 大山　智広 学

ジ ュ リ ー 志田　幸雄 札 澤田　義盛 札

技 術 総 務 島　　敏昭（兼）札

審 判 長 玉井　清史（ト）札 安岡　行雄(ﾌｨ)札

公 式 計 測 員 島　　敏昭（兼）札

ア ナ ウ ン サ ー (主)堀崎　裕史 学

大 型 映 像 (主)町　悠太郎 札 中島　正樹 札 井川　雄人 学 長谷川　翔 学

大坂　桃子 学 真鍋宏太郎 学

記録･情報処理員 (主)薄　　　昇 札 斉藤　一幸 札 堀　　拓斗 学 根本　健太 学

森下　那海 学 稲村　勇雅 学

表 彰 係 (主)森　恵美子（兼）札 瀬戸　一世（兼）学 原田　和泉（兼）学 渡辺　啓暉（兼）学

井上　結太（兼）学 岩名　秀泰 学 大山　風花 学

庶 務 係 (主)瀬戸　一世（兼）学 原田　和泉（兼）学 渡辺　啓暉（兼）学 井上　結太（兼）学

役 員 係 (主)森　恵美子（兼）札 高橋　末野 札 瀬戸　一世（兼）学 原田　和泉（兼）学

渡辺　啓暉（兼）学

医 務 員 土橋　晋也 学

マ ー シ ャ ル (主)佐藤　元信 札

補 助 競 技 場 係 綿谷　咲良（兼）学

競 技 者 係 (主)小川　秀一 札 大田　政吉 札 池井　俊正 札 国松　奈央 札

畑　耕太郎（兼）学 本村　　新 学 長谷川桃子 学 尾関紗都子 学

ス タ ー タ ー (主)駒澤　　博 札 森　　歩美 学 山﨑　響生 学 尾崎　里帆 学

( リコ ー ラ ー ) 尼子　星仁 学 森合　健太 学 長野　晃大 学 赤坂健太朗 学

伊藤　捷也 学 姫松　裕志 学 辰馬　怜子 学 石田　友梨 学

白石　　将 学 川住　遼典 学 坂本　雄太 学 武田真太郎 学

出 発 係 (主)小林　　正 空 早崎　　勝 札 西尾　行信 札 門田　正順 札

田中　洋輔 南 石井　正之 学 磯部　歩美 学 西口菜都実 学

石坂　優人 学

写 真 判 定 員 (主)綿谷　咲良（兼）学 橘　　　快（兼）学 金綱　航平（兼）学 野村　　錬（兼）学

川瀬　育夢（兼）学 山村　知巳（兼）学 森　　一紀（兼）学 菱山　悠太（兼）学

田辺　桐吾（兼）学 佐野　昌幸（兼）学 橋場　美咲（兼）学 加藤　芳規（兼）学

風 力 計 測 員 (主)中村冨士雄 札 柴田　　曜 学 西浦　　輝 学 中村　　輔 学

監 察 員 (主)世良田弘治 札 吉田　憲昭 札 木原　博之 札 依田　芳吏 札

高橋　大道 学 冨塚　賢弥 学 新開　　啓 学 坪井　成浩 学

用 器 具 係 (主)藤井　　保 札 島　　敏昭（兼）札 時野　哲至 学 窪田　恒助 学

決勝審判･計時員 (主)楯石　英雄 札 田辺　桐吾（兼）学 佐野　昌幸（兼）学 橋場　美咲（兼）学

周 回 記 録 員 (主)綿谷　咲良（兼）学 竹中　千尋 学 上田江里子 学 加藤　芳規（兼）学

跳 躍 審 判 員 (主)若林　文時 札 鎌田　幸枝 札 有泉　花子 札 高城日菜子 学

杉山　翔馬 学 安部　晋吾 学 島田　　潤 学 鎌田　恭史 学

十河　佑矢 学 佐藤　爽汰 学 菅井　徹人 学 中村俊太郎 学

小澤　皓太 学 佐藤　太一 学 橋場　美咲（兼）学

投 擲 審 判 員 (主)大脇　徳芳 札 岩田　一孝 札 宮本　幸江 札 三谷まゆみ 札

石井虹乃華 札 尾崎　信弥 小 菅野　和明 学 笹島　史好 学

濱　　圭佑 学 上　慎太郎 学 毛利　　茜 学 難波奏一郎 学

三村　哲慶 学

科 学 測 定 員 (主)花岡　　樹 学 中村　　歩（兼）学 佐々木悠介（兼）学

補 助 員 係 綿谷　咲良（兼）学 橘　　　快（兼）学 金綱　航平（兼）学 野村　　錬（兼）学

川瀬　育夢（兼）学

競 技 役 員　2日目
(主)…主任、札…札幌陸上競技協会、学…北海道学生陸上競技連盟、空…空知陸上競技協会、

小…小樽後志陸上競技協会、南…道南陸上競技協会
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競 技 注 意 事 項 

 

1. 競技規則について 

本大会は、2018 年度日本陸上競技連盟規則、ならびに本大会申し合わせ事項により実施す

る。不正スタートは１回目にしたものを失格とする。  

  

2. 札幌厚別公園競技場使用上の注意  

1) 当該種目競技者以外は、競技エリアへの立ち入りを禁止する。  

2) 競技開始後はフィールド内での練習を禁止する。  

3) ウォーミングアップは補助競技場にて行う。補助競技場の使用規則については、後に記

載の通りとする。  

4) 投擲種目の練習は係の指示に従うこと。また、空いた穴は修復すること。  

  

3. ナンバーカードについて  

ナンバーカードは、北海道大学１０１～１９９、１００１～１０９９、東北大学２０１～２

９９、２００１～２０９９、東京大学３０１～３９９、３００１～３０９９、名古屋大学４

０１～４９９、４００１～４０９９、京都大学５０１～５９９、５００１～５０９９、大阪

大学６０１～６９９、６００１～６０９９、九州大学７０１～７９９、７００１～７０９９、

以上のように固定制とし、男子は白地に黒文字で、女子は白地に朱文字で、各大学で大会前

に準備する。ただし、3000m、5000m、5000mW については専用のナンバーカードを着用

する。このゼッケンは主管校が準備する。 

  

4. 補助競技場の使用について 

1)補助競技場への出入口は１００ｍスタート後方部分のみとし、その他の出入口は使用し

ない。 

2)棒高跳、走高跳、走幅跳、投擲ピットおよびサークルへの立ち入りは可能だが、安全確保

のため、砂場の使用およびピットでの投擲物を用いた練習行為は禁止する。投擲物を用いな

いピットおよびサークルでの練習は可能とする。 

3) 補助競技場及び競技場周辺において投擲物を用いた練習行為を禁止する。 

4) リレーの練習などで使用したマークは、各団体が責任を持って処分すること。 

5) 補助競技場の使用時間は大会の競技終了時間までとする。 

6) 秩序のある練習をし、安全に留意して使用すること。 

 

5. 招集について  

1) 招集時間は以下の通りである。 



 

 招集開始 招集完了 

トラック競技 競技開始３０分前 競技開始２０分前 

フィールド競技（棒高跳びを除く） 競技開始４０分前 競技開始３０分前 

棒高跳 競技開始７０分前 競技開始６０分前 

 

2) 招集場所は第１ゲート側の外に設ける。招集時間内に行くこと。 

3) 同一時間に複数種目に出場する場合、「複数種目出場届」を招集所（競技者係）に提出す

ること。  

4) 招集完了時間に遅れると、当該種目を棄権したものとみなすので、注意すること。  

5) リレー種目は、オーダー用紙（本部受付に用意）に走順・ナンバー・名前を記入し、招

集完了の 1 時間前までに競技者係に提出すること。 

  

6. 棄権について 

【OP 種目】 

あらかじめ棄権が分かっている選手については、「OP 種目棄権者一覧」を作成し、当日の

8:30 までに大会本部へ提出すること。大会当日に棄権が分かった場合は、招集所（競技者

係まで）「OP 種目棄権者一覧」をまとめて提出すること。（各種目１次招集開始時刻まで） 

【対校種目】 

〇差し替え（正選手と補欠の入れ替え） 

・１日目に行う種目（男決勝 1500m、男決勝 5000mW、男決勝三段跳、男決勝ハンマー投）

についは、前日（7/27）の正午までとする。各校主務が自大学の分をまとめ、自校以外の６

大学主務にメールをすること。 

・２日目に行う種目については、代表者会議にて行う。 

〇棄権 

・１日目と２日目ともに、招集開始１時間前までに、「対校種目棄権届」を記入し、競技者

係（招集所）に提出すること。 

 

7. 競技の抽選・番組編成について  

1) トラック競技予選のレーン順、フィールド競技の試技順はプログラム記載の順による。 

2) 準決勝以降の組み合わせ、およびレーン順は主催者が抽選する。 

3) 代表者会議にて棄権者多数により、予選ラウンドが行われない競技については、選手の

最高記録を考慮して決勝ラウンドの番組編成を行う。  

  

8. 用器具について 

競技に使用する用器具（ポールを除く）は、すべて主催者側が用意したものを使わなければ



ならない。ただし、投擲物は個人所有のものを使用することができる（投擲物の検査方法に

ついては後日大会主催者側から各大学に周知するのでそれに従うこと）。この投擲物は、他

の競技者も使用できる。（規則第１８７条）  

  

9. トラック競技について 

すべて写真判定とするが、万一、機器が故障し、復旧しない場合は、手動計時に切り替えて

継続する。  

  

10. フィールド競技について 

1) フィールド競技における競技場内での練習は原則として２回とし、すべて競技役員の指

示に従う。 

2) フィールド競技における競技場内での練習は、すべて競技役員の指示に従うこと。 

3) 跳躍競技でのバーの上げ方は下記の通りとするが、状況により変更することもあり得る。 

特に棒高跳はバー止の付け替えの関係で変更することもあり得る。  

OP 男子棒高跳 練習 ｍ 試技  

対校男子走高跳 練習 ｍ 試技  

対校男子棒高跳 練習 ｍ 試技 

対校女子走高跳 練習 ｍ 試技 

4) 走幅跳は、 ２つのピットに分かれて行う場合がある。 

5) 三段跳では、 男子は 1２ｍ板を使用する。なお、この条件については状況により変更す

る場合もある。 

6) 選手の競技力をみて、審判の判断で変更する場合は必ず総務に相談の上、全体の競技進

行を考慮して変更することとする。  

  

11. 表彰について  

対校の部の各種目第３位までの入賞者を表彰するので、該当者は競技終了後、アナウンスが

掛かり次第、迅速に表彰席前に集合すること。 

  

12. 抗議について 

1) 競技進行中に起きた競技者の行為、または競技成績に関する抗議は、その競技者あるい

は チームの代表者により結果が正式発表(アナウンス)されてから３０分以内(予選、準決は 

１５分以内)に、総務員を通して口頭で審判長になされなければならない。時間以内に申し 

出がなければ、何ら問題はなかったものとみなされる。 

2) 抗議に対して審判長は速やかに裁定する。その裁定を不服とし、さらに抗議する場合は

抗議申立書と預託金１０，０００円を添えて上訴する。この預託金は抗議が受け入れられな 

かった場合は没収される。 



3) この間の事務処理は総務員が行い、抗議者は大会本部で待機する。 

  

13. その他 

1) 開会式・閉会式は特別な理由（招集等）がない限り、必ず出席すること。その際に部旗

が ある大学は必ず持参すること。 

2) 競技者の衣類の管理は、すべて各自で行うこと。※役員・補助員による運搬は行わない。 

3) 盗難・紛失について、主催者で受領した物品等については一時保管するが、その他のも

のについては一切責任を負わない。なお、主催者で受領した物品等は大会本部で管理する。 

4) 応急処置について競技中の事故等による身体の故障の場合、医務員が応急処置を行うが、 

その後の治療等は本人負担とする（競技者保険の適用）。また、事故の結果について本連盟 

は一切責任を負わない。医務室は、大会本部に設置してある。 

5) 集団応援は、あらかじめ決められた場所を使用すること 

6) 大会期間中に出たゴミは、必ず各自で持ち帰ること。 

7) 競技者（選手）がカメラで撮影されることによって嫌悪や不安に感じると思われる場所

からの撮影は禁止する。また、撮影している場所によっては不審と判断された場合、競技役 

員が注意・指導、撮影内容の確認をする場合がある。 

8) 不審者等がある場合、大会本部まで問い合わせること。 

9) その他、不明な点は大会本部に問い合わせること。 



全国七大学総合体育大会 ５つの理念 
 

１． 真のアマチュアリズムの追求 

２． 学生による自主運営 

３． 競技レベルの向上 

４． 他大学との親睦をはかる 

５． 運営費の削減 
 

 

 

全国七大学対校陸上競技大会 

全国七大学対校女子陸上競技大会 

大会理念（暫） 
 

勝負を重視し、独自性のある大会 

 

 

●勝負重視 

相手に先着すること、相手より優れた試技をすることが重要 

何よりも、競技すること・勝負することを楽しむ 

 

●独自性 

国立七大学という似た境遇にある大学間での勝負 

大学の威信をかけた総力戦 

応援や髪染めなどお祭りのような雰囲気 

対校戦のみならずオープン戦を含めた、チーム全員が目標にする大会 



大会理念の提案 

文責 北海道大学 主務 大山智広 

 

みなさんは「七大戦」についてどこまでご存知

でしょうか？知っているようで実は知らない七大

戦の正体を探り、これからの七大戦について考え

ます。 

まず、七大戦は正式には「全国七大学総合体育

大会」であり、日本を代表する 7 つの国立大学が

合同で開催している体育大会を指します。42 の正

式種目で構成され、各種目の順位に応じて大学毎

にポイントが加算されます。全競技のポイントを

総合して七大学の覇者を決める大会です。その内

の一つに陸上競技種目があり、「全国七大学対校陸

上競技大会・全国七大学対校女子陸上競技大会」

として国立７大学で陸上競技の対校戦を開催して

います。（ちなみに、主管大学は七大学で持ち回り

で原則的には北大→九大→阪大→京大→東北→東

大→名大→北大…となっています。） 

 さて、「全国七大学総合体育大会」の大会理念を

ご存知でしょうか？七大戦には陸上競技に限らず、

すべての競技に共通した「想い」があります。 

 

全国七大学総合体育大会 ５つの理念 

1．真のアマチュアリズムの追求 

2．学生による自主運営 

3．競技レベルの向上 

4．他大学との親睦をはかる 

5．運営費の削減 

 

これらの理念を掲げ、各大学の体育会や実行委

員会が動いています。このような新しい知識が手

に入ると、なぜ当番制なのか？なぜレセプション

があるのか？etc…と今まで盲目的にこなしてい

たことの理由が分かったり、意味づけが出来て世

界が広がりますね。七大戦は、セミプロ化を極め

る私立大学とは対照にアマチュアリズムを極める

稀有な大会です。価値観の偏りをなくすという点

で、社会的に大きな意味があると思います。国立

７大学でスポーツをすること、そして七大戦で競

い合うことが誇らしくなってくだされば幸いです。 

 しかし、我々陸上競技の七大戦、「全国七大学対

校陸上競技大会・全国七大学対校女子陸上競技大

会」は、どんな大会であったでしょうか？大会運

営には毎年主管校が大きな影響力を持ち、参加資

格や競技日程、競技種目など核になる部分が流動

的で不安定な大会でありました。申し合わせ事項

ですら大会直前に変わるのが常態化し、主将間の

議論でも自大学の有利となるような考えの下で意

見されやすい構造がありました。 

そこで、「全国七大学対校陸上競技大会・全国七

大学対校女子陸上競技大会」の大会理念を決め、

七大戦（陸上競技）のあるべき姿を定めることを

提案します。全大学が同じ方向を向くため、そし

て世代を超えて同じ方向へ歩んでいくために、七

大戦（陸上競技）の理想像を掲げます。これは今年

の七大学主将・主務間で暫定的に決めたことです。

今回提案する理念が完璧で絶対なのではなく、今

後もどのような理念がふさわしいのか議論を続け、

磨き上げていくことを願います。常に七大戦の在

り方を考え続けること、そしてその理念を実現す

るにはどのような申し合わせ事項や大会要項、競

技日程、競技種目が必要なのか考え続けることが

大切だと思います。理念に照らし合わせた議論や

大会運営をすることによる、益々の七大戦の繁栄

を願います。 

 

「全国七大学対校陸上競技大会・全国七大学対校

女子陸上競技大会」 あるべき姿   

“勝負を重視し、独自性のある大会” 

 

各校の総力を挙げて“勝負を楽しむ”こと、そし

て“七大戦らしさ”を追求してほしいという想いが

あります。チームの誰もが目標にし、選手も応援

も OBOG もみんなが一丸となって臨む。そんな大

会を目指します。 



２０１８年度 七大戦 申し合わせ事項 

 

１．七大戦は原則として１日制とするが、事前に全大学の了承が得られれば、前日に種目の一部を行ってもよ

い。期日は、可能な限り７月の第３週または第４週の日曜日か土曜日とする。 

２．競技日程は原則として前大会と同様とし、変更する場合は、遅くとも開催日の 1 ヵ月前までに各大学に連

絡し、七大学全ての承認を得ること。また、その後、運営の都合上、競技日程をやむを得ず変更する場合

も、七大学全ての承認を得ること。 

３．女子の競技種目は 100m、400m、800m、3000m、4×100mR、走高跳、走幅跳、砲丸投の８種目とする。

種目変更は申し出があるごとに話し合い、七大学全ての意見が一致する場合においてのみ行うこととする。 

４．女子の 400m までの種目は、当日出場する人数が８名を超えた場合、予選・決勝を行う。決勝進出者は、

２組３着＋２で決定する。800ｍ以上の種目は予選を行わない。 

５．決定事項引き継ぎのため、代表者会議には次期代表者を必ず出席させること。また、女子の代表者会議を

男子と同じ場に設け、必ず女子代表者および次期代表者が出席する。但し、女子部員が不在の場合はこの

限りではない。 

６．走高跳、棒高跳のバーの上げ方は従来の方式に準じ、エントリー用紙に希望する開始高さを記入しそれを

基に代表者会議において決定する。 

７．リレー種目のレーン順は、代表者会議の席上で抽選、決定する。 

８．予選通過のプラス２名の決定は記録を優先し、同記録の場合は着順によって決定する。さらに同着順の場

合のみ抽選を行う。 

９．１種目の人数枠は、男子が各種目３名、補欠１名まで、女子が各種目２名、補欠１名までとする。 

10．トラック競技予選の組分けについては、原則として記録順に均等に割り振った上、一つの組に同一大学の

選手が２名以上重ならないように調整し、各組の条件に差をつけないこと。トラック競技のレーン順、フ

ィールド競技の試技順の決定も公正を期して行う。 

11．代表者会議における申し合わせ事項の変更は全大学一致の上とする。 

12．選手の変更は、前日の代表者会議に申し出た場合に限り、補欠との入替を認める。 

13．ナンバーカードは、北海道大学１０１～１９９、１００１～１０９９、東北大学２０１～２９９、２００１～２０９９、

東京大学３０１～３９９、３００１～３０９９、名古屋大学４０１～４９９、４００１～４０９９、京都大学５０１～５９９、

５００１～５０９９、大阪大学６０１～６９９、６００１～６０９９、九州大学７０１～７９９、７００１～７０９９、以上の

ように固定制とし、男子は白地に黒文字で、女子は白地に朱文字で、各大学で大会前に準備する。ただし、

3000m、5000m、5000mW については専用のナンバーカードを着用する。このゼッケンは主管校が準備す

る。 

14．申し合わせ事項に不備、遺漏があれば、代表者会議で協議の上、訂正、追加する。 

15．代表者会議は大会前に行うこととし、その際に次年度申し合わせ事項を決定する。 

16．対校得点は、男子が各種目とも１位６点、２位５点、３位４点、４位３点、５位２点、６位１点とする。

女子は各種目とも１位４点、２位３点、３位２点、４位１点とする。 

17．対校得点に関して、同点の場合は優勝種目の数で、それで決定できない場合は 2 位入賞者数で、以下同様

に３位入賞者数、…で順位を決定。 

18．オープン競技の開催、非開催、内容については主管校が決定する。 

19．やむなく当日に棄権する場合には、必ず棄権届を提出すること。 

20．エントリーについて、締切後の選手変更は一切認めない。万が一、変更があった場合には、当該選手の出

場を認めない。 

21．リレーメンバーについて、対校の部に出場する選手で２名に限り、事前にエントリーしていなくてもメン

バーと交代することができる。また、対校の部に補欠としてエントリーされている者は、変更で正選手と

なった場合に、リレーメンバーと交代することが出来る。 

22．七大戦本戦への参加は、学部４年生以下の者に限る。学年は入学学年に（在籍年数－１）を加えたものと

する。ただし、特例によりそれ以外の者でも出場が認められる場合もある。 

【特例措置】2017 年度：北大で仮面浪人をした北大生１名の出場を認めた。（理由）仮面浪人期間は実質

的に大学生活を送っていたとは言い難い。また、七大戦の時に在籍年数は５年となるが、部内での位置

は４年生であったから。※この事例とその理由は参考程度に記したものであり、これが採決の根拠とは



なりえない。今後このような特例に関しては、各代での話し合いにより自由に決定する。 

23．主管校による記録審査は不要とする。エントリーファイルに記入する資格記録は、前年度４月１日以降

の最高記録とする。エントリーファイルは、主管校の主務に送るのではなく、自校以外の六大学に送る。

そして、スタートリストを作成する前に、各大学のエントリーを確認する期間を設ける。この時に、資

格記録に対し指摘する場合は、指摘内容とその根拠、主将の署名が記されたファイルを作成し、それを

七大学全体で共有する。 実際にどの時期に、どのような方法で行うかは主管となる大学が提案する。  

24．オープン、対校ともに招集漏れの場合、即刻棄権扱いとする。ただし、「複数種目出場届」を提出するこ

とにより、選手のミス以外による招集漏れを認める。また、これを提出した場合、代理人による招集を

認め、この時はゼッケンの提示は必要としない。 

25．代表者会議では、申し合わせ事項については確認する程度にとどめ、レーン決めや次期幹部顔合わせな

どを行うのみにする。ただし直接意見を交わしたい議題がある場合、それぞれの大学の意見を共有する

時間を設ける。しかしこれは議論に決着をつけることを目的とはしない。  

26．話し合いの方法は各代に委ねるが、代表者会議以外の場、例えば LINE などで議論をしっかり重ねるこ

とを推奨する。ただしあくまで確定は代表者会議でのみ行うものとする。 



第６９回 全国七大学対校陸上競技大会 

第２９回 全国七大学対校女子陸上競技大会 要項 

 

１．主催       北海道大学体育会、東北大学学友会体育部、東京大学運動会、  

名古屋大学体育会、京都大学体育会、大阪大学体育会、九州大学体育総会 

２．主管校    北海道大学陸上競技部 

３．運営協力   札幌市陸上協会、北海道学生陸上競技連盟 

４．期日     平成３０年７月２８日（土）・２９日（日） 

         第１日目 オープンの部 競技開始 9:00 開会式 14:40 

         第２日目 対校の部 競技開始 9:00 閉会式 競技終了後 

５．場所     第１日目 厚別公園陸上競技場 競技場コード：０１１０１０ 

         第２日目 厚別公園陸上競技場 競技場コード：０１１０１０ 

６．競技種目   【対校の部】 

         男子 20種目  

         100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mH、400mH、  

3000mSC、5000mW、4×100mR、4×400mR、走高跳、棒高跳、 

走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投 

女子 8種目 

100m、400m、800m、3000m、4×100mR、走高跳、走幅跳、砲丸投 

【オープンの部】 

男子 9種目 

100m、400m、1500m、5000m、5000mW、4×400mR、走幅跳、 

棒高跳、やり投 

女子 8種目 

100m、400m、1500m、5000m、5000mW、4×400mR、走幅跳、 

やり投 

７．出場資格   【対校の部】 

         七大学学部４年生以下の者で日本陸上競技連盟登録者に限る。ただし、

学年は入学学年に（在籍年数－１）を加えたものとする。 

【オープンの部】 

七大学在校生、並びにその卒業生で日本陸上競技連盟登録者、もしくは

主管大学が許可した者に限る。 

８．出場制限   【対校の部】 

         ①各大学１種目につき以下の人数エントリーできる。  

男子：正選手３名以内・補欠１名以内 

5000mW のみ正選手２名以内・補欠１名以内 



リレーは選手６名で１チーム 

女子：正選手２名以内・補欠１名以内 

リレーは選手６名以内で１チーム 

②同一競技者の出場種目に制限はない。 

③オープン種目のみエントリーした選手は対校種目のリレーチームに

入ることはできない。 

④２０１７年度の大会から、出場は学部４年生以下の者に限る。学年は

入学学年に（在籍年数－１）を加えたものとする。ただし、それ以外の

者でも、特例により出場が認められる場合もある。 

【オープンの部】 

出場制限は特に設けない 

９．競技規則     平成３０年度日本陸上競技連盟規則、本大会申し合わせ事項に則る 

１０．申込方法   エントリーファイルに記入し、下記申込先に送ること 

         （後日入力のマニュアルと共に送付） 

１１．申込先    北海道大学陸上競技部 主務 大山智広 

          E-mail: tooy0610@eis.hokudai.ac.jp 

                  Tel: 080-6763-8733 

１２．申込締切   平成３０年７月１１日（月）終日必着 締切厳守でお願いします。 

１３．対校得点   優勝校は最多得点校１校とする。尚、得点は 

男子は各種目１位６点とし、以下５、４、３、２、１点とする。 

女子は各種目１位４点とし、以下３、２、１点とする。  

１４．表彰     ①男女総合優勝校には、優勝杯と賞状を、２位、３位には賞状を授与す

る。 

②男女トラック優勝校には、賞状を授与する。 

③男女フィールド優勝校には、賞状を授与する。 

④対校の部の各種目の優勝者、２位、３位には賞状を授与する。  

１５．注意事項  ①オープンの部ではエントリー人数が３名以下、もしくはチーム数が 

３チーム以下の場合、その競技は実施しない。 

②競技場は全天候型であるので、スパイクのピンは 9mm 以下を使用

すること。ただし、走高跳・やり投は 12mm 以下とする。 

③器具を破損した場合は、その競技者の所属する大学より修繕費を徴

収する。 

④競技中に発生した傷害、疾病についての応急処置は主催者側で行う

がそれ以後の責任は負わない。ただし、平成３０年度(公社)日本学生陸

上 

競技連合普通会員は、原則としてスポーツ安全保険に加入しているの

tel:080-6763-8733


で、この保険が適用される場合がある。 

⑤不足書類など、不備のないよう確認の上、申し込むこと。 

⑥部旗のある大学は必ず持参すること。（開閉会式用）  

⑦対校の部のフィールド種目（走高跳、棒高跳を除く）においては、３

回試技を行い、上位８名がさらに３回試技を行う。オープンの部の試技

数は 3回までとする。 

⑧２０１８年度において女子 800ｍは各レーンに２人ずつ入って最初

の 100mをセパレートで行う方式で実施する。 

１６．代表者会議  期日：タイムテーブル確定次第 

時間： 

場所：厚別公園陸上競技場会議室  

１７．お問合せ先  北海道大学陸上競技部 主務 大山智広  

               連絡先 上記１１と同じく 

          



競技実施場所と競技までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技までの流れ（OP・対校ともに） 

① １次招集 招集所へユニフォームとナンバーカードを持参 

② ２次招集 トラック種目はスタート地点、フィールド種目は競技実施場所

にて点呼 

※１次招集終了後、招集所付近で待機をお願いします。招集完了時間後すぐ

に大会スタッフ（競技者係）が２次招集場所までお連れします。 

 

招集時間は以下の通り 

 招集開始 招集完了 

トラック競技 競技開始３０分前 競技開始２０分前 

フィールド競技（棒高跳びを除く） 競技開始４０分前 競技開始３０分前 

棒高跳 競技開始７０分前 競技開始６０分前 

 

招集所 

（第１ゲート外側） 



① 東北大学    ⑤京都大学 

② 大阪大学    ⑥東京大学 

③ 九州大学    ⑦名古屋大学 

④ 北海道大学 

屋内走路の一部をトレーナース

ペースとして開放します。 

応援場所とトレーナースペースの割振り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



開門時間（両日ともに） 

〇主競技場  7:00 

〇補助競技場 7:00 

〇厚別公園陸上競技場 

札幌市厚別区上野幌 3条 1丁目 2番 1号 TEL:011-894-1144 

 

〇駐車場 

第一駐車場…会場（厚別公園）の外 

第二駐車場…会場（厚別公園）の中 

 

〇アクセス 

地下鉄大谷地駅から 

・徒歩約 20分 

・中央バス＜大 66＞＜大 67＞ 平岡ニュータウン線 「平岡 9条 3丁目」下車 徒歩 5分 

・中央バス＜大 92＞上野幌線＜大 94＞上野幌循環通線「厚別公園入口」下車 徒歩 5分 

 

〇最寄コンビニ 徒歩約１５分 

「セイコーマート 大谷地東５丁目店」 

第
一
駐
車
場 

補助競技場 主競技場 

 

会場全体地図 

 

至大谷地駅 

第二駐車場 

tel:011-894-1144


競技場内のご案内 

 

 

 

 

 

 

●代表者会議は会議室 A にて行います。代表者会議で使わない間は、補助員の

控室として開放します。 

●選手控室として、会議室 B・Cを開放します。各大学譲り合ってご使用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

会議室 A        会議室 B        会議室 C 

●エントランスホール入ってすぐ左手にカフェスペース、右手にキッズスペー

スがあります。（※OBOG専用とします。学生は使用しないでください。） 

どちらも無料でご利用いただけます。 

●代表者会議実施場所 

（使わない間は補助員

の控室として開放） 

●選手控室 

選手専用の待機場所

として開放 



男子

種目 北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学

100m

200m

400m

800m

1500m

5000m

110mH

400mH

3000mSC

5000mW

4×100mR

4×400mR

トラック合計

トラック順位

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

フィールド合計

フィールド順位

総合得点

総合順位

女子

種目 北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学

100m

400m

800m

3000m

4×100mR

トラック合計

トラック順位

走高跳

走幅跳

砲丸投

フィールド合計

フィールド順位

総合得点

総合順位

対校得点表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男男  子子  

対対  校校  のの  部部  



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  123 渡部　慶彦 (4) 北海道大 (　　) 3  442 後藤　直哉 (1) 名古屋大 (　　)

4  549 加藤　寿昂 (2) 京都大 (　　) 4  654 澤田　隆成 (3) 大阪大 (　　)

5  647 平松　力 (3) 大阪大 (　　) 5  302 阿久津　大貴 (3) 東京大 (　　)

6  732 山本　陵 (2) 九州大 (　　) 6  244 白鳥　海知 (4) 東北大 (　　)

7  301 井上　昴 (2) 東京大 (　　) 7  730 本司　澄空 (4) 九州大 (　　)

8  425 伊ヶ崎　一哉 (2) 名古屋大 (　　) 8  130 白石　直之 (3) 北海道大 (　　)

9  233 瀬良　将太 (4) 東北大 (　　) 9  519 小野　貴裕 (3) 京都大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  424 大内　慎也 (3) 名古屋大 (　　)

4  501 安藤　滉一 (4) 京都大 (　　)

5  606 加地　涼太郎 (4) 大阪大 (　　)

6  274 芦田　周平 (2) 東北大 (　　)

7  380 村井　輝 (3) 東京大 (　　)

8  744 宮内　隆輝 (4) 九州大 (　　)

9  141 安藤　貴尭 (2) 北海道大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) 142 川住　遼典 (2) 北海道大 (　　)

(　　) 261 倉田　真樹 (3) 東北大 (　　)

(　　) 303 木崎　健太 (2) 東京大 (　　)

(　　) (　　)

(　　) 504 岡本　和也 (4) 京都大 (　　)

(　　) 649 本多　健一朗 (3) 大阪大 (　　)

(　　) 706 林　洋志 (4) 九州大 (　　)

(　　)

風速 (+/-　.　m/s)

3組

2組1組

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

対校 男子 100m 予　選   18/7/29 10:25 ( 3組 2＋2 )

決　勝   18/7/29 12:05  

10.5  玉垣　弘   京都大学   1995

《 予　選 》

《 決　勝 》 《 補　欠 》

日 本 学 生 記 録  9.98 桐生　祥秀 東洋大     2017 福井運動公園

大 会 記 録 10.50 宮崎　幸辰 東北大学   2016

10.5  小林　浩   名古屋大学 1988



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  274 芦田　周平 (2) 東北大 (　　) 3  425 伊ヶ崎　一哉 (2) 名古屋大 (　　)

4  422 新海　涼司 (3) 名古屋大 (　　) 4  2027 上村　赳之 (1) 東北大 (　　)

5  683 井上　新之介 (1) 大阪大 (　　) 5  304 小嶋　健太郎 (3) 東京大 (　　)

6  301 井上　昴 (2) 東京大 (　　) 6  730 本司　澄空 (4) 九州大 (　　)

7  501 安藤　滉一 (4) 京都大 (　　) 7  647 平松　力 (3) 大阪大 (　　)

8  123 渡部　慶彦 (4) 北海道大 (　　) 8  141 安藤　貴尭 (2) 北海道大 (　　)

9  737 島　聡明 (2) 九州大 (　　) 9  505 神先　宏樹 (4) 京都大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  441 深津　義士 (1) 名古屋大 (　　)

4  723 内田　敬人 (2) 九州大 (　　)

5  665 長　奎吾 (2) 大阪大 (　　)

6  244 白鳥　海知 (4) 東北大 (　　)

7  305 聲高　健吾 (2) 東京大 (　　)

8  504 岡本　和也 (4) 京都大 (　　)

9  130 白石　直之 (3) 北海道大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) 120 森合　健太 (4) 北海道大 (　　)

(　　) 266 山田　将斗 (3) 東北大 (　　)

(　　) 302 阿久津　大貴 (3) 東京大 (　　)

(　　) 426 山原　光太朗 (2) 名古屋大 (　　)

(　　) 529 西脇　友哉 (3) 京都大 (　　)

(　　) 631 片山　虎之介 (3) 大阪大 (　　)

(　　) 713 北畠　健太郎 (2) 九州大 (　　)

(　　)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

《 決　勝 》 《 補　欠 》

3組

2組1組

対校 男子 200m 予　選   18/7/29 13:00 ( 3組 2＋2 )

決　勝   18/7/29 14:05  

日 本 学 生 記 録 20.21 飯塚　翔太 中央大   2013 エコパ

20.91 宮崎　幸辰 東北大学 2016

《 予　選 》

大 会 記 録



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  427 昔農　侑大 (2) 名古屋大 (　　) 3  120 森合　健太 (4) 北海道大 (　　)

4  139 山本　誉 (3) 北海道大 (　　) 4  290 田口　開斗 (2) 東北大 (　　)

5  520 小原　幹太 (3) 京都大 (　　) 5  443 蔵　啓太 (1) 名古屋大 (　　)

6  663 志賀　颯 (2) 大阪大 (　　) 6  542 浅井　良 (2) 京都大 (　　)

7  307 岩崎　誠倫 (2) 東京大 (　　) 7  665 長　奎吾 (2) 大阪大 (　　)

8  2031 八巻　隼人 (1) 東北大 (　　) 8  308 近藤　哲太 (2) 東京大 (　　)

9  741 末松　大輝 (2) 九州大 (　　) 9  745 川上　高輝 (2) 九州大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  428 沖島　祐輝 (2) 名古屋大 (　　)

4  644 寺前　凌 (3) 大阪大 (　　)

5  752 吉村　史 (4) 九州大 (　　)

6  306 伊藤　康裕 (3) 東京大 (　　)

7  522 小谷　哲 (3) 京都大 (　　)

8  129 白石　将 (3) 北海道大 (　　)

9  237 岩波　発彦 (4) 東北大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) 155 亀田　智大 (1) 北海道大 (　　)

(　　) 252 角田　陽 (3) 東北大 (　　)

(　　) 309 加藤　正凌 (4) 東京大 (　　)

(　　) 426 山原　光太朗 (2) 名古屋大 (　　)

(　　) 536 水野　廉也 (3) 京都大 (　　)

(　　) 603 岩松　尚杜 (4) 大阪大 (　　)

(　　) 723 内田　敬人 (2) 九州大 (　　)

(　　)

《 決　勝 》 《 補　欠 》

日 本 学 生 記 録 45.03 山村　貴彦 日本大     2000 横浜国際

1組

3組

2組

大 会 記 録 47.1  久保　信明 北海道大学 1995

《 予　選 》

対校 男子 400m 予　選   18/7/29 09:10 ( 3組 2＋2 )

決　勝   18/7/29 11:15  



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  724 島田　貴司 (4) 九州大 (　　) 3  327 伊藤　龍一郎 (4) 東京大 (　　)

4  115 小畑　皓恭 (4) 北海道大 (　　) 4  528 土屋　維智彦 (3) 京都大 (　　)

5  334 小野　康介 (3) 東京大 (　　) 5  159 高橋　佑輔 (1) 北海道大 (　　)

6  602 安部　光騎 (4) 大阪大 (　　) 6  222 松田　将大 (4) 東北大 (　　)

7  229 川口　航汰 (4) 東北大 (　　) 7  634 木高　佳周 (3) 大阪大 (　　)

8  509 田中　達也 (4) 京都大 (　　) 8  708 段吉　宇大 (2) 九州大 (　　)

9  418 森　信人 (3) 名古屋大 (　　) 9  407 岩井　宏樹 (4) 名古屋大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  135 長谷川　翔 (3) 北海道大 (　　)

4  330 坂口　諒 (4) 東京大 (　　)

5  709 二見　泰樹 (4) 九州大 (　　)

6  601 相澤　遼 (4) 大阪大 (　　)

7  550 木村　佑 (2) 京都大 (　　)

8  433 中村　光志 (2) 名古屋大 (　　)

9  223 佐藤　宏夢 (4) 東北大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) 116 工藤　陽 (4) 北海道大 (　　)

(　　) 292 谷口　尚大 (2) 東北大 (　　)

(　　) 346 近藤　秀一 (4) 東京大 (　　)

(　　) 434 小林　篤生 (2) 名古屋大 (　　)

(　　) 581 中尾　友哉 (1) 京都大 (　　)

(　　) 636 小池　弘顕 (3) 大阪大 (　　)

(　　) 725 田旗　栄太 (3) 九州大 (　　)

(　　)

大 会 記 録 1:53.86 砂原　健汰 名古屋大学 2016

1:53.86 軽部　智   東京大学   2016

《 補　欠 》《 決　勝 》

《 予　選 》

1組

3組

2組

日 本 学 生 記 録 1:45.75 川元　奨   日本大     2014 国立

対校 男子 800m 予　選   18/7/29 09:50 ( 3組 2＋2 )

決　勝   18/7/29 12:30  



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  267 松浦　崇之 (3) 東北大 (　　)

2  762 友田　悠杜 (1) 九州大 (　　)

3  355 古賀　淳平 (3) 東京大 (　　)

4  416 小川　瑞貴 (3) 名古屋大 (　　)

5  349 油井　星羅 (4) 東京大 (　　)

6  507 小柴　鷹介 (4) 京都大 (　　)

7  615 中谷　公貴 (4) 大阪大 (　　)

8  740 田中　飛貴 (2) 九州大 (　　)

9  405 河上　匠 (4) 名古屋大 (　　)

10  346 近藤　秀一 (4) 東京大 (　　)

11  128 酒井　洋明 (3) 北海道大 (　　)

12  550 木村　佑 (2) 京都大 (　　)

13  159 高橋　佑輔 (1) 北海道大 (　　)

14  230 荒田　啓輔 (4) 東北大 (　　)

15  630 樫山　直生 (3) 大阪大 (　　)

16  222 松田　将大 (4) 東北大 (　　)

17  127 金綱　航平 (3) 北海道大 (　　)

18  551 清原　陸 (2) 京都大 (　　)

19  629 奥田　健太 (3) 大阪大 (　　)

20  417 塚本　亮司 (3) 名古屋大 (　　)

21  717 吉岡　龍一 (2) 九州大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

117 竹鼻　大貴 (4) 北海道大 (　　)

258 宇梶　和希 (3) 東北大 (　　)

358 桝村　浩行 (2) 東京大 (　　)

408 戸叶　貴也 (4) 名古屋大 (　　)

532 平中　章貴 (3) 京都大 (　　)

636 小池　弘顕 (3) 大阪大 (　　)

726 津田　哲矢 (2) 九州大 (　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 1500m
18/7/28 15:45  

日本学生記録 3:35.69 E・オムワンバ 山梨学院大 2015 横浜国際

大 会 記 録 3:52.16 近藤　秀一    東京大学   2016



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  742 伊藤　泰我 (3) 九州大 (　　)

2  404 浮津　照也 (4) 名古屋大 (　　)

3  551 清原　陸 (2) 京都大 (　　)

4  270 脇田　陽平 (3) 東北大 (　　)

5  664 平沼　光象 (4) 大阪大 (　　)

6  359 松本　郁也 (2) 東京大 (　　)

7  609 岸本　克佳 (4) 大阪大 (　　)

8  146 佐野　昌幸 (2) 北海道大 (　　)

9  625 内田　瑞貴 (3) 大阪大 (　　)

10  128 酒井　洋明 (3) 北海道大 (　　)

11  719 辻川　諒 (2) 九州大 (　　)

12  267 松浦　崇之 (3) 東北大 (　　)

13  346 近藤　秀一 (4) 東京大 (　　)

14  405 河上　匠 (4) 名古屋大 (　　)

15  555 久田　雅人 (2) 京都大 (　　)

16  117 竹鼻　大貴 (4) 北海道大 (　　)

17  717 吉岡　龍一 (2) 九州大 (　　)

18  530 原田　麟太郎 (3) 京都大 (　　)

19  351 阿部　飛雄馬 (3) 東京大 (　　)

20  430 勝田　哲史 (2) 名古屋大 (　　)

21  253 立野　佑太 (3) 東北大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

127 金綱　航平 (3) 北海道大 (　　)

297 三浦　慧士 (2) 東北大 (　　)

353 遠藤　正陽 (3) 東京大 (　　)

417 塚本　亮司 (3) 名古屋大 (　　)

506 川井　拓哉 (4) 京都大 (　　)

635 工藤　陽貴 (3) 大阪大 (　　)

718 河村　駿 (2) 九州大 (　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 5000m
18/7/29 14:15  

日本学生記録 13:19.00 竹澤　健介   早稲田大 2007 ﾋｭｰｽﾃﾞﾝｿﾞﾝ

大 会 記 録 14:33.12 平井　健太朗 京都大学 2015



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  729 田上　優太 (4) 九州大 (　　) 3  163 真鍋　宏太郎 (1) 北海道大 (　　)

4  286 鈴木　健大 (2) 東北大 (　　) 4  310 馬上　凌 (1) 東京大 (　　)

5  641 仙石　樹 (3) 大阪大 (　　) 5  241 勝井　友樹 (4) 東北大 (　　)

6  519 小野　貴裕 (3) 京都大 (　　) 6  541 吉川　広祐 (3) 京都大 (　　)

7  442 後藤　直哉 (1) 名古屋大 (　　) 7  607 釜谷　智貴 (4) 大阪大 (　　)

8  311 本田　洋平 (2) 東京大 (　　) 8  423 丸地　正人 (3) 名古屋大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  174 近　凌太郎 (1) 北海道大 (　　)

4  251 羽根田　佑真 (3) 東北大 (　　)

5  409 真野　悠太郎 (4) 名古屋大 (　　)

6  695 大塚　隆真 (1) 大阪大 (　　)

7  513 福島　理 (4) 京都大 (　　)

8  312 増田　多聞 (1) 東京大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) 250 鈴木　景 (3) 東北大 (　　)

(　　) 313 松田　光陽 (3) 東京大 (　　)

(　　) (　　)

(　　) 582 永田　智季 (1) 京都大 (　　)

(　　) 638 柴垣　向志 (3) 大阪大 (　　)

(　　) (　　)

(　　)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

《 決　勝 》 《 補　欠 》

3組

2組1組

風速 (+/-　.　m/s)

対校 男子 110mH 予　選   18/7/29 12:40 ( 3組 2＋2 )

決　勝   18/7/29 13:50  

日 本 学 生 記 録 13.50 内藤　真人   法政大     2001 利府

14.34 真野　悠太郎 名古屋大学 2017

《 予　選 》

大 会 記 録



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

4  512 平田　泰行 (4) 京都大 (　　) 4  314 柏木　龍太 (2) 東京大 (　　)

5  277 加地　拓弥 (2) 東北大 (　　) 5  409 真野　悠太郎 (4) 名古屋大 (　　)

6  423 丸地　正人 (3) 名古屋大 (　　) 6  681 奥村　知央 (2) 大阪大 (　　)

7  611 小西　祐輝 (4) 大阪大 (　　) 7  275 井戸端　佑樹 (2) 東北大 (　　)

8  313 松田　光陽 (3) 東京大 (　　) 8  554 長谷川　隼 (2) 京都大 (　　)

9  727 中原　正太 (2) 九州大 (　　) 9  140 米倉　透矢 (3) 北海道大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

4  502 五十嵐　隆皓 (4) 京都大 (　　)

5  134 富樫　直斗 (3) 北海道大 (　　)

6  614 田里　康介 (4) 大阪大 (　　)

7  410 稲見　英和 (4) 名古屋大 (　　)

8  2021 二ノ神　遼 (1) 東北大 (　　)

9  311 本田　洋平 (2) 東京大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) 251 羽根田　佑真 (3) 東北大 (　　)

(　　) 315 滝口　直弥 (2) 東京大 (　　)

(　　) 429 安達　晴哉 (2) 名古屋大 (　　)

(　　) 556 平野　亘 (2) 京都大 (　　)

(　　) 676 畑　健将 (2) 大阪大 (　　)

(　　) (　　)

(　　)

日 本 学 生 記 録 47.89 為末　大     法政大     2001 エドモントン

3組

2組1組

大 会 記 録 50.74 真野　悠太郎 名古屋大学 2017

《 予　選 》

《 決　勝 》 《 補　欠 》

対校 男子 400mH 予　選   18/7/29 09:30 ( 3組 2＋2 )

決　勝   18/7/29 11:30  



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  562 足立　舜 (1) 京都大 (　　)

2  736 吉田　晃一郎 (4) 九州大 (　　)

3  754 今村　友彰 (1) 九州大 (　　)

4  523 潮﨑　羽 (3) 京都大 (　　)

5  138 柳原　脩臣 (3) 北海道大 (　　)

6  739 江原　駿太 (4) 九州大 (　　)

7  293 田沼　怜 (2) 東北大 (　　)

8  147 柴田　曜 (2) 北海道大 (　　)

9  230 荒田　啓輔 (4) 東北大 (　　)

10  351 阿部　飛雄馬 (3) 東京大 (　　)

11  354 栗山　一輝 (3) 東京大 (　　)

12  629 奥田　健太 (3) 大阪大 (　　)

13  406 鈴木　健弘 (4) 名古屋大 (　　)

14  630 樫山　直生 (3) 大阪大 (　　)

15  438 森川　陽之 (1) 名古屋大 (　　)

16  637 小島　克彦 (3) 大阪大 (　　)

17  417 塚本　亮司 (3) 名古屋大 (　　)

18  143 川瀬　育夢 (2) 北海道大 (　　)

19  279 木村　秀 (2) 東北大 (　　)

20  369 道岡　聖 (1) 東京大 (　　)

21  515 渡邊　康介 (4) 京都大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

128 酒井　洋明 (3) 北海道大 (　　)

263 嶋田　拓郎 (3) 東北大 (　　)

355 古賀　淳平 (3) 東京大 (　　)

(　　)

532 平中　章貴 (3) 京都大 (　　)

673 帯島　滉生 (2) 大阪大 (　　)

720 三浦　大志 (2) 九州大 (　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 3000mSC
18/7/29 10:40  

日本学生記録 8:25.8  新宅　雅也 日本体育大 1979 国立

大 会 記 録 9:01.27 半村　哲　 東京大学   1996



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  751 辻本　陸 (2) 九州大 (　　)

2  431 冨田　諒 (2) 名古屋大 (　　)

3  688 渡邉　遊 (1) 大阪大 (　　)

4  395 後藤　潤平 (3) 東京大 (　　)

5  783 青木　拓磨 (2) 九州大 (　　)

6  589 馬淵　丈 (1) 京都大 (　　)

7  620 福田　勇気 (4) 大阪大 (　　)

8  295 寺島　智春 (2) 東北大 (　　)

9  648 古川　誠也 (3) 大阪大 (　　)

10  439 鈴木　智大 (1) 名古屋大 (　　)

11  508 高野　圭太 (4) 京都大 (　　)

12  224 及川　一真 (4) 東北大 (　　)

13  2014 泉　健太 (1) 東北大 (　　)

14  397 千菊　智也 (2) 東京大 (　　)

15  704 眞庭　優 (4) 九州大 (　　)

16  394 堀江　駿 (4) 東京大 (　　)

17  521 亀田　孝太郎 (3) 京都大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

2015 山岸　忠相 (1) 東北大 (　　)

399 保田　亜久利 (1) 東京大 (　　)

(　　)

585 平岡　拓 (1) 京都大 (　　)

(　　)

736 吉田　晃一郎 (4) 九州大 (　　)

《 補　欠 》

対校 男子 5000mW
2018/7/28 16:00

大 会 記 録 19:52.17 山西　利和 京都大学 2016

《 決　勝 》（オープン男子・オープン女子5000mWと同時スタート）



1組
ﾚｰﾝ 順位 記録 備考
3 (　　)

(　　)  123 渡部　慶彦 (4)
(　　)  130 白石　直之 (3)
(　　)  139 山本　誉 (3)
(　　)  141 安藤　貴尭 (2)
(　　)  142 川住　遼典 (2)
(　　)  145 坂本　雄太 (2)

4 (　　)
(　　)  504 岡本　和也 (4)
(　　)  519 小野　貴裕 (3)
(　　)  547 梶原　隆真 (2)
(　　)  549 加藤　寿昂 (2)
(　　)  578 田中　大智 (1)
(　　)  586 藤田　雄大 (1)

5 (　　)
(　　)  401 角屋　喜基 (4)
(　　)  420 小山　航 (3)
(　　)  422 新海　涼司 (3)
(　　)  425 伊ヶ崎　一哉 (2)
(　　)  442 後藤　直哉 (1)

6 (　　)
(　　)  2027 上村　赳之 (1)
(　　)  233 瀬良　将太 (4)
(　　)  244 白鳥　海知 (4)
(　　)  261 倉田　真樹 (3)
(　　)  274 芦田　周平 (2)
(　　)  288 高須　秋 (2)

7 (　　)
(　　)  706 林　洋志 (4)
(　　)  729 田上　優太 (4)
(　　)  730 本司　澄空 (4)
(　　)  732 山本　陵 (2)
(　　)  737 島　聡明 (2)
(　　)  744 宮内　隆輝 (4)

8 (　　)
(　　)  606 加地　涼太郎 (4)
(　　)  626 大西　淳矢 (3)
(　　)  647 平松　力 (3)
(　　)  649 本多　健一朗 (3)
(　　)  654 澤田　隆成 (3)
(　　)  665 長　奎吾 (2)

9 (　　)
(　　)  301 井上　昴 (2)
(　　)  302 阿久津　大貴 (3)
(　　)  303 木崎　健太 (2)
(　　)  304 小嶋　健太郎 (3)
(　　)  316 岸田　祐馬 (2)
(　　)  380 村井　輝 (3)

京都大

対校 男子 4×100mR 18/7/28 16:40  
日本学生記録

大 会 記 録 40.74 京都大学 2017

《 決　勝 》

チーム名
北海道大

38.54 中央大 畠山-川面-河合-飯塚    2010 国立
38.44 混)日本 山縣-飯塚-ケンブリッジ-大瀬 2013 天津

名古屋大

東北大

九州大

大阪大

東京大



1組
ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

(　　)
(　　)  115 小畑　皓恭 (4)
(　　)  120 森合　健太 (4)
(　　)  123 渡部　慶彦 (4)
(　　)  129 白石　将 (3)
(　　)  134 富樫　直斗 (3)
(　　)  139 山本　誉 (3)

(　　)
(　　)  2031 八巻　隼人 (1)
(　　)  237 岩波　発彦 (4)
(　　)  251 羽根田　佑真 (3)
(　　)  274 芦田　周平 (2)
(　　)  275 井戸端　佑樹 (2)
(　　)  277 加地　拓弥 (2)

(　　)
(　　)  304 小嶋　健太郎 (3)
(　　)  306 伊藤　康裕 (3)
(　　)  307 岩崎　誠倫 (2)
(　　)  309 加藤　正凌 (4)
(　　)  330 坂口　諒 (4)
(　　)  380 村井　輝 (3)

(　　)
(　　)  409 真野　悠太郎 (4)
(　　)  410 稲見　英和 (4)
(　　)  422 新海　涼司 (3)
(　　)  425 伊ヶ崎　一哉 (2)
(　　)  436 俣野　優介 (1)
(　　)  443 蔵　啓太 (1)

(　　)
(　　)  509 田中　達也 (4)
(　　)  520 小原　幹太 (3)
(　　)  522 小谷　哲 (3)
(　　)  526 田中　智也 (3)
(　　)  536 水野　廉也 (3)
(　　)  542 浅井　良 (2)

(　　)
(　　)  603 岩松　尚杜 (4)
(　　)  605 岡崎　祐樹 (4)
(　　)  644 寺前　凌 (3)
(　　)  646 長谷部　豪 (3)
(　　)  663 志賀　颯 (2)
(　　)  665 長　奎吾 (2)

(　　)
(　　)  723 内田　敬人 (2)
(　　)  730 本司　澄空 (4)
(　　)  741 末松　大輝 (2)
(　　)  745 川上　高輝 (2)
(　　)  752 吉村　史 (4)
(　　)  763 二宮　佑樹 (1)

東北大

対校 男子 4×400mR 18/7/29 14:55  
日本学生記録

大 会 記 録

《 決　勝 》

チーム名
北海道大

3:03.71 日本大 小林-向井-中川-山村      2000 横浜国際
3:03.20 混)日本学生 太田-堀籠-山口-成迫 2005 イズミール
3:14.61 名古屋大学 2017

東京大

名古屋大

京都大

大阪大

九州大



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  384 永本　裕貴 (1) 東京大 (　　)

2  144 齋藤　輝 (2) 北海道大 (　　)

3  289 髙橋　潤 (2) 東北大 (　　)

4  259 渡辺　智輝 (3) 東北大 (　　)

5  722 森本　倫太郎 (4) 九州大 (　　)

6  420 小山　航 (3) 名古屋大 (　　)

7  370 木下　秀明 (4) 東京大 (　　)

8  148 新海　友騎 (2) 北海道大 (　　)

9  171 山田　惟人 (1) 北海道大 (　　)

10  374 赤塚　智弥 (3) 東京大 (　　)

11  746 北嶋　諒太郎 (3) 九州大 (　　)

12  419 幾田　勇希 (3) 名古屋大 (　　)

13  604 大賀　春輝 (4) 大阪大 (　　)

14  655 木村　友哉 (2) 大阪大 (　　)

15  245 山下　一也 (4) 東北大 (　　)

16  574 阪口　裕飛 (1) 京都大 (　　)

17  658 羽田　充宏 (2) 大阪大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

240 根谷　温 (4) 東北大 (　　)

386 渡部　智博 (1) 東京大 (　　)

(　　)

(　　)

697 久保　快斗 (1) 大阪大 (　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 走高跳
18/7/29 09:00  

日本学生記録 2.32 君野　貴弘 順天堂大 1993 博多の森

大 会 記 録 2.21 眞鍋　周平 大阪大学 2002



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  437 石崎　龍之介 (1) 名古屋大 (　　)

2  695 大塚　隆真 (1) 大阪大 (　　)

3  375 片渕　大成 (3) 東京大 (　　)

4  157 佐々木　悠介 (1) 北海道大 (　　)

5  153 山田　泰雅 (2) 北海道大 (　　)

6  372 戸部　潤一郎 (4) 東京大 (　　)

7  134 富樫　直斗 (3) 北海道大 (　　)

8  571 黒川　泰暉 (1) 京都大 (　　)

9  628 大曲　和輝 (3) 大阪大 (　　)

10  273 赤星　栄治 (2) 東北大 (　　)

11  560 増尾　浩旗 (2) 京都大 (　　)

12  436 俣野　優介 (1) 名古屋大 (　　)

13  652 山本　誉志樹 (3) 大阪大 (　　)

14  531 平島　敬也 (3) 京都大 (　　)

15  247 藤井　大輝 (4) 東北大 (　　)

16  243 高橋　昇之 (4) 東北大 (　　)

17  379 三宅　功朔 (3) 東京大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

502 五十嵐　隆皓 (4) 京都大 (　　)

687 中家　啓揮 (1) 大阪大 (　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 棒高跳
18/7/29 10:00  

日本学生記録 5.75 山本　聖途 中京大　 2013 平塚

大 会 記 録 5.03 細川　尊史 大阪大学 2003



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 備考

1  583 仲村　快太 (1) 京都大 (　　) (-　.　)

2  760 藤井　稜 (1) 九州大 (　　) (-　.　)

3  748 庄野　陸太 (2) 九州大 (　　) (-　.　)

4  119 堀田　優斗 (4) 北海道大 (　　) (-　.　)

5  432 清原　和真 (2) 名古屋大 (　　) (-　.　)

6  165 渡辺　啓暉 (1) 北海道大 (　　) (-　.　)

7  539 南井　航太 (3) 京都大 (　　) (-　.　)

8  705 立間　大樹 (3) 九州大 (　　) (-　.　)

9  162 野村　左京 (1) 北海道大 (　　) (-　.　)

10  247 藤井　大輝 (4) 東北大 (　　) (-　.　)

11  621 藤本　一帆 (4) 大阪大 (　　) (-　.　)

12  540 本居　和弘 (3) 京都大 (　　) (-　.　)

13  380 村井　輝 (3) 東京大 (　　) (-　.　)

14  2018 諸田　直樹 (1) 東北大 (　　) (-　.　)

15  382 栗原　怜也 (2) 東京大 (　　) (-　.　)

16  370 木下　秀明 (4) 東京大 (　　) (-　.　)

17  243 高橋　昇之 (4) 東北大 (　　) (-　.　)

18  402 伊藤　裕也 (4) 名古屋大 (　　) (-　.　)

19  656 木下　将一 (2) 大阪大 (　　) (-　.　)

20  401 角屋　喜基 (4) 名古屋大 (　　) (-　.　)

21  616 中谷　豪汰 (4) 大阪大 (　　) (-　.　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 備考

124 阿部　涼介 (3) 北海道大 (　　) (-　.　)

2002 古俣　諒大 (2) 東北大 (　　) (-　.　)

385 星野　祐輝 (1) 東京大 (　　) (-　.　)

403 山崎　大輝 (4) 名古屋大 (　　) (-　.　)

590 村田　憧哉 (1) 京都大 (　　) (-　.　)

661 棚原　大介 (2) 大阪大 (　　) (-　.　)

749 梶原　晃 (3) 九州大 (　　) (-　.　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 走幅跳
18/7/29 12:00  

日本学生記録 8.25 森長　正樹 日本大　 1992 草薙

大 会 記 録 7.62 西村　智宏 東京大学 2016



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 備考

1  768 鎌田　啓豊 (4) 九州大 (　　) (-　.　)

2  285 須郷　大地 (2) 東北大 (　　) (-　.　)

3  421 五十嵐　早登 (3) 名古屋大 (　　) (-　.　)

4  435 諏訪　玄樹 (1) 名古屋大 (　　) (-　.　)

5  565 岩井　響平 (1) 京都大 (　　) (-　.　)

6  2019 佐藤　大斗 (1) 東北大 (　　) (-　.　)

7  668 尾原　正人 (2) 大阪大 (　　) (-　.　)

8  162 野村　左京 (1) 北海道大 (　　) (-　.　)

9  165 渡辺　啓暉 (1) 北海道大 (　　) (-　.　)

10  2011 大坂　天心 (1) 東北大 (　　) (-　.　)

11  716 高橋　毅 (2) 九州大 (　　) (-　.　)

12  373 毛利　冬悟 (4) 東京大 (　　) (-　.　)

13  623 吉国　利啓 (4) 大阪大 (　　) (-　.　)

14  385 星野　祐輝 (1) 東京大 (　　) (-　.　)

15  503 伊東　悠希 (4) 京都大 (　　) (-　.　)

16  747 藤　悠里 (4) 九州大 (　　) (-　.　)

17  616 中谷　豪汰 (4) 大阪大 (　　) (-　.　)

18  535 三神　惇志 (3) 京都大 (　　) (-　.　)

19  402 伊藤　裕也 (4) 名古屋大 (　　) (-　.　)

20  370 木下　秀明 (4) 東京大 (　　) (-　.　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 備考

(　　) (-　.　)

257 鈴木　輝彦 (3) 東北大 (　　) (-　.　)

377 平井　智史 (3) 東京大 (　　) (-　.　)

401 角屋　喜基 (4) 名古屋大 (　　) (-　.　)

592 柳原　拓海 (1) 京都大 (　　) (-　.　)

653 渡瀬　孔明 (3) 大阪大 (　　) (-　.　)

735 坂本　隼人 (4) 九州大 (　　) (-　.　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 三段跳
18/7/28 15:10  

日本学生記録 16.98 石川　和義 筑波大　 2004 維新百年

大 会 記 録 15.47 平岩　雅司 大阪大学 1993



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  2010 佐々木　玲 (1) 東北大 (　　)

2  137 堀　拓斗 (3) 北海道大 (　　)

3  557 藤田　歩 (2) 京都大 (　　)

4  531 平島　敬也 (3) 京都大 (　　)

5  721 有馬　継士郎 (2) 九州大 (　　)

6  170 塚本　健太 (1) 北海道大 (　　)

7  392 中村　優太 (2) 東京大 (　　)

8  533 松井　そら (3) 京都大 (　　)

9  715 諏訪　雄山 (3) 九州大 (　　)

10  388 佐竹　俊哉 (4) 東京大 (　　)

11  2025 大野　誠尚 (1) 東北大 (　　)

12  122 横浜　立 (4) 北海道大 (　　)

13  387 八木澤　光大 (4) 東京大 (　　)

14  414 深谷　侑生 (4) 名古屋大 (　　)

15  617 野村　琢真 (4) 大阪大 (　　)

16  612 重吉　比呂 (4) 大阪大 (　　)

17  657 森田　泰史 (2) 大阪大 (　　)

18  226 楠　哲也 (4) 東北大 (　　)

19  413 長谷川　奨 (4) 名古屋大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

393 三浦　勁士 (1) 東京大 (　　)

(　　)

510 中山　奎吾 (4) 京都大 (　　)

686 山田　翔平 (1) 大阪大 (　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 砲丸投
18/7/29 11:00  

日本学生記録 18.64 山田　壮太郎 法政大　 2009 新潟スタジアム

大 会 記 録 14.09 柳澤　邦彦　 東北大学 2012



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  2001 嘉津山　拓登 (2) 東北大 (　　)

2  137 堀　拓斗 (3) 北海道大 (　　)

3  412 栗林　篤 (4) 名古屋大 (　　)

4  612 重吉　比呂 (4) 大阪大 (　　)

5  2025 大野　誠尚 (1) 東北大 (　　)

6  533 松井　そら (3) 京都大 (　　)

7  387 八木澤　光大 (4) 東京大 (　　)

8  531 平島　敬也 (3) 京都大 (　　)

9  389 田口　広太郎 (4) 東京大 (　　)

10  170 塚本　健太 (1) 北海道大 (　　)

11  122 横浜　立 (4) 北海道大 (　　)

12  411 多賀　駿介 (4) 名古屋大 (　　)

13  388 佐竹　俊哉 (4) 東京大 (　　)

14  715 諏訪　雄山 (3) 九州大 (　　)

15  617 野村　琢真 (4) 大阪大 (　　)

16  226 楠　哲也 (4) 東北大 (　　)

17  607 釜谷　智貴 (4) 大阪大 (　　)

18  517 大橋　悟 (3) 京都大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

392 中村　優太 (2) 東京大 (　　)

(　　)

510 中山　奎吾 (4) 京都大 (　　)

686 山田　翔平 (1) 大阪大 (　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 円盤投
2018/7/29 13:00

日本学生記録 59.21 堤　雄司　 国士舘大 2013 国立

大 会 記 録 47.17 柳澤　邦彦 東北大学 2012



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  721 有馬　継士郎 (2) 九州大 (　　)

2  686 山田　翔平 (1) 大阪大 (　　)

3  388 佐竹　俊哉 (4) 東京大 (　　)

4  298 宮本　貴広 (2) 東北大 (　　)

5  657 森田　泰史 (2) 大阪大 (　　)

6  557 藤田　歩 (2) 京都大 (　　)

7  125 池田　駿雄 (3) 北海道大 (　　)

8  160 爲本　龍太 (1) 北海道大 (　　)

9  411 多賀　駿介 (4) 名古屋大 (　　)

10  440 立花　悠馬 (1) 名古屋大 (　　)

11  231 野尻　英史 (4) 東北大 (　　)

12  122 横浜　立 (4) 北海道大 (　　)

13  617 野村　琢真 (4) 大阪大 (　　)

14  537 三谷　圭 (3) 京都大 (　　)

15  517 大橋　悟 (3) 京都大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

510 中山　奎吾 (4) 京都大 (　　)

694 植村　幹太 (1) 大阪大 (　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 ハンマー投
18/7/28 15:10  

日本学生記録 73.82 室伏　広治　 中京大　　 1996 西京極

大 会 記 録 56.60 三浦　亮三郎 北海道大学 1996



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  150 中村　歩 (2) 北海道大 (　　)

2  393 三浦　勁士 (1) 東京大 (　　)

3  133 田辺　桐吾 (3) 北海道大 (　　)

4  390 石田　駿平 (2) 東京大 (　　)

5  698 小西　慧樹 (1) 大阪大 (　　)

6  712 山田　樹 (2) 九州大 (　　)

7  2026 靍　孝太郎 (1) 東北大 (　　)

8  533 松井　そら (3) 京都大 (　　)

9  387 八木澤　光大 (4) 東京大 (　　)

10  264 新出　悠介 (3) 東北大 (　　)

11  607 釜谷　智貴 (4) 大阪大 (　　)

12  226 楠　哲也 (4) 東北大 (　　)

13  415 加藤　敦貴 (4) 名古屋大 (　　)

14  552 澤田　剛 (2) 京都大 (　　)

15  617 野村　琢真 (4) 大阪大 (　　)

16  412 栗林　篤 (4) 名古屋大 (　　)

17  510 中山　奎吾 (4) 京都大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

2010 佐々木　玲 (1) 東北大 (　　)

392 中村　優太 (2) 東京大 (　　)

(　　)

593 山野　陽集 (1) 京都大 (　　)

653 渡瀬　孔明 (3) 大阪大 (　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 男子 やり投
18/7/29 09:00  

日本学生記録 84.28 ディーン　元気 早稲田大 2012 広島広域

大 会 記 録 67.77 中澤　密　　　 大阪大学 2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女女  子子  

対対  校校  のの  部部  



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  703 渡辺　千遥 (3) 九州大 (　　) 3  405 徳永　菜津美 (2) 名古屋大 (　　)

4  618 小川　彩恵 (2) 大阪大 (　　) 4  704 谷口　水樹 (3) 九州大 (　　)

5  204 佐々木　千粛 (4) 東北大 (　　) 5  210 佐貫　有彩 (3) 東北大 (　　)

6  112 尾崎　里帆 (2) 北海道大 (　　) 6  501 小野　萌子 (4) 京都大 (　　)

7  3005 内山　咲良 (3) 東京大 (　　) 7  611 野尻　真由 (2) 大阪大 (　　)

8  509 花房　柚衣香 (2) 京都大 (　　) 8  3006 谷口　智海 (1) 東京大 (　　)

9  409 森　彩華 (1) 名古屋大 (　　) 9  103 OchoaNakaya　ClaudiaNoelia (4) 北海道大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) 114 小西　杏佳 (2) 北海道大 (　　)

(　　) (　　)

(　　) 3002 高石　涼香 (4) 東京大 (　　)

(　　) 403 吉田　有美香 (3) 名古屋大 (　　)

(　　) 510 奥村　夏子 (1) 京都大 (　　)

(　　) 621 針間　未侑 (1) 大阪大 (　　)

(　　) (　　)

(　　)

対校 女子 100m 予　選   18/7/29 10:15 ( 2組 3＋2 )

決　勝   18/7/29 11:55  

日 本 学 生 記 録 11.32 髙橋　萌木子 平成国際大 2009 布勢

大 会 記 録 12.30 佐貫　有彩　 東北大学　 2017

《 予　選 》

《 決　勝 》 《 補　欠 》

2組1組

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  505 後藤　加奈 (3) 京都大 (　　) (　　)

4  703 渡辺　千遥 (3) 九州大 (　　) 4  3008 花渕　真生 (1) 東京大 (　　)

5  210 佐貫　有彩 (3) 東北大 (　　) 5  225 小川　明音 (1) 東北大 (　　)

6  617 延安　美穂 (2) 大阪大 (　　) 6  611 野尻　真由 (2) 大阪大 (　　)

7  3007 町田　黎子 (1) 東京大 (　　) 7  501 小野　萌子 (4) 京都大 (　　)

8  406 近藤　由梨 (2) 名古屋大 (　　) 8  410 島崎　温香 (1) 名古屋大 (　　)

9  105 辰馬　玲子 (4) 北海道大 (　　) 9  110 大坂　桃子 (3) 北海道大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) 120 川田　亜弥 (1) 北海道大 (　　)

(　　) (　　)

(　　) 3002 高石　涼香 (4) 東京大 (　　)

(　　) (　　)

(　　) 509 花房　柚衣香 (2) 京都大 (　　)

(　　) 618 小川　彩恵 (2) 大阪大 (　　)

(　　) (　　)

(　　)

2組

《 決　勝 》 《 補　欠 》

1組

対校 女子 400m 予　選   18/7/29 09:00 ( 2組 3＋2 )

決　勝   18/7/29 11:05  

日 本 学 生 記 録 51.80 丹野　麻美 福島大　 2005 日産スタジアム

大 会 記 録 57.08 佐貫　有彩 東北大学 2017

《 予　選 》



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  3001 荒木　玲 (4) 東京大 (　　)

2  3002 高石　涼香 (4) 東京大 (　　)

3  214 加藤　ひより (2) 東北大 (　　)

4  211 上條　麻奈 (3) 東北大 (　　)

5  513 西川　真悠 (1) 京都大 (　　)

6  507 安藤　百香 (2) 京都大 (　　)

7  107 豊澤　みどり (4) 北海道大 (　　)

8  110 大坂　桃子 (3) 北海道大 (　　)

9  407 伊藤　夢乃 (2) 名古屋大 (　　)

10  402 長谷川　詩歩 (3) 名古屋大 (　　)

11  614 田川　朋佳 (2) 大阪大 (　　)

12  620 田中　愛子 (1) 大阪大 (　　)

13  707 樫原　里咲 (1) 九州大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

113 岸　奈々子 (2) 北海道大 (　　)

206 星屋　美優 (4) 東北大 (　　)

3008 花渕　真生 (1) 東京大 (　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 女子 800m
18/7/29 12:20  

日本学生記録 2:00.92 北村　夢　 日本体育大 2017 福井運動公園

大 会 記 録 2:11.89 高石　涼香 東京大学　 2017



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  408 斉藤　栞 (2) 名古屋大 (　　)

2  514 藤本　涼 (1) 京都大 (　　)

3  215 橋本　悠実 (2) 東北大 (　　)

4  511 高木　穂乃香 (1) 京都大 (　　)

5  701 佐藤　咲季 (3) 九州大 (　　)

6  3002 高石　涼香 (4) 東京大 (　　)

7  113 岸　奈々子 (2) 北海道大 (　　)

8  608 三池　瑠衣 (3) 大阪大 (　　)

9  702 藤村　柚紀子 (4) 九州大 (　　)

10  3003 藤原　ゆか (4) 東京大 (　　)

11  619 小島　美月 (1) 大阪大 (　　)

12  401 田中　里歩 (4) 名古屋大 (　　)

13  205 飯田　夏生 (4) 東北大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

211 上條　麻奈 (3) 東北大 (　　)

(　　)

404 丹羽　遥香 (3) 名古屋大 (　　)

512 鶴崎　涼花 (1) 京都大 (　　)

606 角谷　歩惟 (3) 大阪大 (　　)

707 樫原　里咲 (1) 九州大 (　　)

《 補　欠 》

対校 女子 3000m
18/7/29 13:20

大 会 記 録 9:26.80 鈴木　亜由子 名古屋大学 2011

《 決　勝 》



1組
ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

(　　)
(　　)  103 OchoaNakaya　ClaudiaNoelia (4)
(　　)  106 塚越　千弘 (4)
(　　)  107 豊澤　みどり (4)
(　　)  112 尾崎　里帆 (2)
(　　)  114 小西　杏佳 (2)
(　　)  116 原田　和泉 (2)

(　　)
(　　)  203 中村　真璃子 (4)
(　　)  204 佐々木　千粛 (4)
(　　)  210 佐貫　有彩 (3)
(　　)  212 泉屋　咲月 (2)
(　　)  216 佐久間　美帆 (2)
(　　)  225 小川　明音 (1)

(　　)
(　　)  3001 荒木　玲 (4)
(　　)  3002 高石　涼香 (4)
(　　)  3004 堀越　美菜 (4)
(　　)  3005 内山　咲良 (3)
(　　)  3006 谷口　智海 (1)
(　　)  3008 花渕　真生 (1)

(　　)
(　　)  403 吉田　有美香 (3)
(　　)  405 徳永　菜津美 (2)
(　　)  406 近藤　由梨 (2)
(　　)  409 森　彩華 (1)
(　　)  413 清水　優香 (1)

(　　)
(　　)  602 坂口　美佳 (4)
(　　)  609 山崎　真奈 (3)
(　　)  611 野尻　真由 (2)
(　　)  617 延安　美穂 (2)
(　　)  618 小川　彩恵 (2)
(　　)  621 針間　未侑 (1)

(　　)
(　　)  501 小野　萌子 (4)
(　　)  503 林　玲美 (4)
(　　)  505 後藤　加奈 (3)
(　　)  508 中野　水貴 (2)
(　　)  509 花房　柚衣香 (2)
(　　)  510 奥村　夏子 (1)

(　　)
(　　)  702 藤村　柚紀子 (4)
(　　)  703 渡辺　千遥 (3)
(　　)  704 谷口　水樹 (3)
(　　)  705 岩本　法子 (2)

大阪大

京都大

九州大

《 決　勝 》

チーム名
北海道大

東北大

東京大

名古屋大

対校 女子 4×100mR 18/7/29 14:40  
日本学生記録
大 会 記 録

44.80 福島大 熊谷-丹野-松田-栗本 2006 日産スタジアム
48.57 東北大学 2017



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  509 花房　柚衣香 (2) 京都大 (　　)

2  412 澁谷　美紀 (1) 名古屋大 (　　)

3  111 森　歩美 (3) 北海道大 (　　)

4  411 鎌田　友美 (1) 名古屋大 (　　)

5  705 岩本　法子 (2) 九州大 (　　)

6  609 山崎　真奈 (3) 大阪大 (　　)

7  106 塚越　千弘 (4) 北海道大 (　　)

8  3005 内山　咲良 (3) 東京大 (　　)

9  612 福田　早紀 (2) 大阪大 (　　)

10  503 林　玲美 (4) 京都大 (　　)

11  203 中村　真璃子 (4) 東北大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

124 西村　愛梨 (1) 北海道大 (　　)

(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

623 前川　佳花 (1) 大阪大 (　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 女子 走高跳
18/7/29 13:00  

日本学生記録 1.95 佐藤　恵 福岡大　 1987 平和台

大 会 記 録 1.66 林　玲美 京都大学 2017



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 備考

1  219 峯村　遥香 (1) 東北大 (　　) (-　.　)

2  216 佐久間　美帆 (2) 東北大 (　　) (-　.　)

3  704 谷口　水樹 (3) 九州大 (　　) (-　.　)

4  413 清水　優香 (1) 名古屋大 (　　) (-　.　)

5  616 南　早葵 (2) 大阪大 (　　) (-　.　)

6  622 増谷　優奈 (3) 大阪大 (　　) (-　.　)

7  705 岩本　法子 (2) 九州大 (　　) (-　.　)

8  116 原田　和泉 (2) 北海道大 (　　) (-　.　)

9  112 尾崎　里帆 (2) 北海道大 (　　) (-　.　)

10  3005 内山　咲良 (3) 東京大 (　　) (-　.　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 備考

103 OchoaNakaya ClaudiaNoelia (4) 北海道大 (　　) (-　.　)

(　　) (-　.　)

(　　) (-　.　)

(　　) (-　.　)

(　　) (-　.　)

609 山崎　真奈 (3) 大阪大 (　　) (-　.　)

(　　) (-　.　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 女子 走幅跳
18/7/29 09:00  

日本学生記録 6.78 池田　久美子 福島大　　 2001 国立

大 会 記 録 5.71 荒俣　夏樹　 名古屋大学 2002



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  220 山﨑　香織 (1) 東北大 (　　)

2  607 坪野　夏帆 (3) 大阪大 (　　)

3  416 磯貝　萌々子 (3) 名古屋大 (　　)

4  601 神代　結 (4) 大阪大 (　　)

5  508 中野　水貴 (2) 京都大 (　　)

6  108 綿谷　咲良 (4) 北海道大 (　　)

7  106 塚越　千弘 (4) 北海道大 (　　)

8  504 横山　優花 (4) 京都大 (　　)

9  221 田中　紀香 (1) 東北大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

115 千葉　沙也加 (2) 北海道大 (　　)

(　　)

(　　)

(　　)

506 福井　優輝 (3) 京都大 (　　)

(　　)

(　　)

《 補　欠 》

《 決　勝 》

対校 女子 砲丸投
18/7/29 09:00  

日本学生記録 17.39 森　千夏　　 国士舘大　 2002 四ツ池

大 会 記 録 11.35 小中　真由美 名古屋大学 2008



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男男  子子  

オオーーププンンのの部部  



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  221 水戸部　慶彦 ( 4 )  東北大 (　　) 1  706 林　洋志 ( 4 )  九州大 (　　)

2  6014 國田　凌輝 ( M2 )  大阪大 (　　) 2  167 大野　和輝 ( 1 )  北海道大 (　　)

3  591 森本　健太 ( 1 )  京都大 (　　) 3  626 大西　淳矢 ( 3 )  大阪大 (　　)

4  5009 眞武　俊輔 京都大（卒） (　　) 4  683 井上　新之介 ( 1 )  大阪大 (　　)

5  5006 土屋　佑太 ( M2 )  京都大 (　　) 5  303 木崎　健太 ( 2 )  東京大 (　　)

6  326 竹井　尚也 ( D3 )  東京大 (　　) 6  234 古川　楓 ( 4 )  東北大 (　　)

7  211 藤井　佳祐 ( M1 )  東北大 (　　) 7  649 本多　健一朗 ( 3 )  大阪大 (　　)

8  210 大衡　竜太 ( 5 )  東北大 (　　) 8  2002 古俣　諒大 ( 2 )  東北大 (　　)

9  5002 紀平　直人 ( M2 )  京都大 (　　) 9  2027 上村　赳之 ( 1 )  東北大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  120 森合　健太 ( 4 )  北海道大 (　　) 1  307 岩崎　誠倫 ( 2 )  東京大 (　　)

2  661 棚原　大介 ( 2 )  大阪大 (　　) 2  2009 小川　遼太朗 ( 1 )  東北大 (　　)

3  548 数多　伸紀 ( 2 )  京都大 (　　) 3  139 山本　誉 ( 3 )  北海道大 (　　)

4  660 宮滝　雅己 ( 2 )  大阪大 (　　) 4  729 田上　優太 ( 4 )  九州大 (　　)

5  316 岸田　祐馬 ( 2 )  東京大 (　　) 5  403 山崎　大輝 ( 4 )  名古屋大 (　　)

6  155 亀田　智大 ( 1 )  北海道大 (　　) 6  2013 佐藤　匠 ( 1 )  東北大 (　　)

7  261 倉田　真樹 ( 3 )  東北大 (　　) 7  769 西岡　宰 ( M1 )  九州大 (　　)

8  2008 秋葉　湧太 ( 1 )  東北大 (　　) 8  6013 山本　浩右 ( M2 )  大阪大 (　　)

9  377 平井　智史 ( 3 )  東京大 (　　) 9  308 近藤　哲太 ( 2 )  東京大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  774 執柄　翔輝 ( 1 )  九州大 (　　) 1  309 加藤　正凌 ( 4 )  東京大 (　　)

2  525 清水　利宇 ( 3 )  京都大 (　　) 2  603 岩松　尚杜 ( 4 )  大阪大 (　　)

3  669 井内　光 ( 2 )  大阪大 (　　) 3  640 住平　航 ( 3 )  大阪大 (　　)

4  561 横山　寛樹 ( 2 )  京都大 (　　) 4  586 藤田　雄大 ( 1 )  京都大 (　　)

5  5005 珍坂　涼太 ( M1 )  京都大 (　　) 5  378 藤原　暉 ( 3 )  東京大 (　　)

6  598 浅野　智司 ( M1 )  京都大 (　　) 6  667 川添　洋祐 ( 3 )  大阪大 (　　)

7  266 山田　将斗 ( 3 )  東北大 (　　) 7  148 新海　友騎 ( 2 )  北海道大 (　　)

8  102 十河　佑矢 ( M2 )  北海道大 (　　) 8  325 渡辺　敬博 ( 4 )  東京大 (　　)

9  651 広兼　浩二朗 ( M1 )  大阪大 (　　) 9  2047 青柳　光裕 東北大（卒） (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  428 沖島　祐輝 ( 2 )  名古屋大 (　　) 1  582 永田　智季 ( 1 )  京都大 (　　)

2  6005 三好　竜矢 ( 1 )  大阪大 (　　) 2  187 三村　太智 ( 1 )  北海道大 (　　)

3  319 玉木　諒秀 ( 2 )  東京大 (　　) 3  642 横山　路留 ( M2 )  大阪大 (　　)

4  179 渡辺　典仁 北海道大（卒） (　　) 4  142 川住　遼典 ( 2 )  北海道大 (　　)

5  318 齋藤　嘉紀 ( 4 )  東京大 (　　) 5  681 奥村　知央 ( 2 )  大阪大 (　　)

6  638 柴垣　向志 ( 3 )  大阪大 (　　) 6  321 野々田　聖一 ( 4 )  東京大 (　　)

7  566 太田　一成 ( 1 )  京都大 (　　) 7  324 原島　敏知 ( 4 )  東京大 (　　)

8  587 前田　朝陽 ( 1 )  京都大 (　　) 8  284 清水　大地 ( 2 )  東北大 (　　)

9  481 有我　友希 ( 1 )  名古屋大 (　　) 9  763 二宮　佑樹 ( 1 )  九州大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  645 信定　佑紀 ( 3 )  大阪大 (　　) 1  595 湯谷　樹生 ( 1 )  京都大 (　　)

2  107 杉山　翔馬 ( M1 )  北海道大 (　　) 2  584 野田　真志 ( 1 )  京都大 (　　)

3  441 深津　義士 ( 1 )  名古屋大 (　　) 3  580 鄭　晟皓 ( 1 )  京都大 (　　)

4  639 杉田　幸輝 ( 3 )  大阪大 (　　) 4  265 山田　球児 ( 3 )  東北大 (　　)

5  782 壱岐　晃平 ( M1 )  九州大 (　　) 5  2044 本間　大輔 東北大（卒） (　　)

6  608 神谷　有輝 ( 4 )  大阪大 (　　) 6  185 本村　新 北海道大（卒） (　　)

7  426 山原　光太朗 ( 2 )  名古屋大 (　　) 7  2040 櫻井　直輝 東北大（卒） (　　)

8  2021 二ノ神　遼 ( 1 )  東北大 (　　) 8  193 笹森　哲弥 北海道大（卒） (　　)

9  322 石山　迅人 ( 4 )  東京大 (　　) 9  376 佐藤　彰太 ( 3 )  東京大 (　　)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

7組

6組5組

1組

4組3組

2組

風速 (+/-　.　m/s)8組風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)風速 (+/-　.　m/s) 10組9組

オープン 男子 100m 18/7/28  13:05( 22組 ) 

《 決勝 》



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  2018 諸田　直樹 ( 1 )  東北大 (　　) 1  320 田中　絃太 ( 4 )  東京大 (　　)

2  289 髙橋　潤 ( 2 )  東北大 (　　) 2  383 直川　史寛 ( 2 )  東京大 (　　)

3  682 川崎　悠丘 ( 2 )  大阪大 (　　) 3  371 杉本　恭一 ( 4 )  東京大 (　　)

4  273 赤星　栄治 ( 2 )  東北大 (　　) 4  2024 大沼　亮太 ( 1 )  東北大 (　　)

5  728 古川　拓 ( 2 )  九州大 (　　) 5  2030 片桐　大智 ( 1 )  東北大 (　　)

6  781 長尾　正明 ( M1 )  九州大 (　　) 6  2019 佐藤　大斗 ( 1 )  東北大 (　　)

7  236 堀越　涼 ( 4 )  東北大 (　　) 7  677 永田　怜 ( 2 )  大阪大 (　　)

8  285 須郷　大地 ( 2 )  東北大 (　　) 8  119 堀田　優斗 ( 4 )  北海道大 (　　)

9  283 佐藤　泰河 ( 2 )  東北大 (　　) 9  145 坂本　雄太 ( 2 )  北海道大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  534 松本　佳太 ( 3 )  京都大 (　　) 1  468 福本　慎吾 ( 2 )  名古屋大 (　　)

2  750 伊藤　翼 ( 3 )  九州大 (　　) 2  469 町田　弦 ( 2 )  名古屋大 (　　)

3  6011 吉田　真拓 ( 1 )  大阪大 (　　) 3  252 角田　陽 ( 3 )  東北大 (　　)

4  699 都　築甫 ( 2 )  大阪大 (　　) 4  122 横浜　立 ( 4 )  北海道大 (　　)

5  676 畑　健将 ( 2 )  大阪大 (　　) 5  543 芦田　開 ( 2 )  京都大 (　　)

6  427 昔農　侑大 ( 2 )  名古屋大 (　　) 6  2042 小幡　卓哉 東北大（卒） (　　)

7  204 佐藤　文哉 ( M2 )  東北大 (　　) 7  162 野村　左京 ( 1 )  北海道大 (　　)

8  323 中田　健人 ( 2 )  東京大 (　　) 8  429 安達　晴哉 ( 2 )  名古屋大 (　　)

9  2022 鈴木　碩通 ( 1 )  東北大 (　　) 9  180 下田　和樹 北海道大（卒） (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  2049 佐藤　雄真 ( 1 )  東北大 (　　) 1  462 小林　陽介 ( 3 )  名古屋大 (　　)

2  697 久保　快斗 ( 1 )  大阪大 (　　) 2  424 大内　慎也 ( 3 )  名古屋大 (　　)

3  2037 木曽　真吾 ( 4 )  東北大 (　　) 3  474 平田　明宏 ( 2 )  名古屋大 (　　)

4  633 川根　聖矢 ( 3 )  大阪大 (　　) 4  2039 岡部　大輝 東北大（卒） (　　)

5  257 鈴木　輝彦 ( 3 )  東北大 (　　) 5  6017 吉武　真人 大阪大（卒） (　　)

6  291 竹内　喬亮 ( 2 )  東北大 (　　) 6  178 岩田　拓也 北海道大（卒） (　　)

7  622 吉村　直也 ( M1 )  大阪大 (　　) 7  317 石飛　峻樹 ( 1 )  東京大 (　　)

8  659 藤原　侑斗 ( 2 )  大阪大 (　　) 8  2005 津嶋　優希 ( M1 )  東北大 (　　)

9  684 岩崎　洋矢 ( 1 )  大阪大 (　　) 9  725 田旗　栄太 ( 3 )  九州大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  184 鈴木　久崇 北海道大（卒） (　　) 1  482 粟田　洋祐 ( 1 )  名古屋大 (　　)

2  168 木村　大河 ( 1 )  北海道大 (　　) 2  670 齋藤　宣樹 ( 2 )  大阪大 (　　)

3  144 齋藤　輝 ( 2 )  北海道大 (　　) 3  161 中井　優介 ( 1 )  北海道大 (　　)

4  455 山中　魁人 ( 4 )  名古屋大 (　　) 4  188 藤田　光 北海道大（卒） (　　)

5  239 萩原　文博 ( 4 )  東北大 (　　) 5  483 長谷川　和紀 ( 1 )  名古屋大 (　　)

6  653 渡瀬　孔明 ( 3 )  大阪大 (　　) 6  478 兵藤　賢 ( 1 )  名古屋大 (　　)

7  588 松原　耕平 ( 1 )  京都大 (　　) 7  150 中村　歩 ( 2 )  北海道大 (　　)

8  133 田辺　桐吾 ( 3 )  北海道大 (　　) 8  775 竹内　幹太 ( 2 )  九州大 (　　)

9  6003 高原　健 ( 1 )  大阪大 (　　) 9  777 北　昌功 九州大（卒） (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  220 中川　岳士 ( M1 )  東北大 (　　) (　　)

2  217 森　渉 ( M1 )  東北大 (　　) (　　)

3  465 茂田　孝弘 ( 3 )  名古屋大 (　　) 3  780 吉開　太一 ( M1 )  九州大 (　　)

4  137 堀　拓斗 ( 3 )  北海道大 (　　) 4  454 一林　諒 ( 4 )  名古屋大 (　　)

5  6002 西尾　彰文 ( 1 )  大阪大 (　　) 5  458 竹原　佑亮 ( 4 )  名古屋大 (　　)

6  158 白井　綜 ( 1 )  北海道大 (　　) 6  2036 田中　翔悟 ( M2 )  東北大 (　　)

7  153 山田　泰雅 ( 2 )  北海道大 (　　) 7  734 伊藤　駿宏 ( 3 )  九州大 (　　)

8  3012 近藤　尭之 東京大（卒） (　　) 8  456 木村　健太郎 ( 4 )  名古屋大 (　　)

9  157 佐々木　悠介 ( 1 )  北海道大 (　　) 9  487 可知　晃徳 名古屋大（卒） (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　) (　　)

(　　) (　　)

3  215 千葉　智史 ( M1 )  東北大 (　　) 3  479i 時野　哲至 ( 1 )  札幌医科大 (　　)

4  764 清水　尭介 ( 1 )  九州大 (　　) 4  776 西　哲平 ( 1 )  九州大 (　　)

5  109 高橋　大道 ( M1 )  北海道大 (　　) 5  154 飯島　拓海 ( 1 )  北海道大 (　　)

6  105 小林　ひかる ( M1 )  北海道大 (　　) 6  408 戸叶　貴也 ( 4 )  名古屋大 (　　)

7  490 宮地　一宏 名古屋大（卒） (　　) 7  541i 岩谷　力也 ( 1 )  帯広畜産大 (　　)

8  488 谷　篤 名古屋大（卒） (　　) 8  590 村田　憧哉 ( 1 )  京都大 (　　)

9  449 角田　涼 ( M1 )  名古屋大 (　　) 9  760 藤井　稜 ( 1 )  九州大 (　　)

風速 (+/-　.　m/s)12組風速 (+/-　.　m/s)11組

風速 (+/-　.　m/s)16組風速 (+/-　.　m/s)15組

風速 (+/-　.　m/s)14組風速 (+/-　.　m/s)13組

風速 (+/-　.　m/s)18組風速 (+/-　.　m/s)17組

風速 (+/-　.　m/s)20組風速 (+/-　.　m/s)19組

風速 (+/-　.　m/s)22組風速 (+/-　.　m/s)21組



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

(　　)

(　　)

3  457 中野　圭 ( 4 )  名古屋大 (　　)

4  448 安藤　秀行 ( M1 )  名古屋大 (　　)

5  473 内田　朋秀 ( 2 )  名古屋大 (　　)

6  459 萩原　諒 ( 4 )  名古屋大 (　　)

(　　)

(　　)

(　　)

風速 (+/-　.　m/s)23組



1組 2組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  3014 渡邉　拓也 東京大（卒） (　　) 1  278 川島　啓 ( 2 )  東北大 (　　)

2  677 永田　怜 ( 2 )  大阪大 (　　) 2  514 宮崎　奨之 ( 4 )  京都大 (　　)

3  529 西脇　友哉 ( 3 )  京都大 (　　) 3  309 加藤　正凌 ( 4 )  東京大 (　　)

4  5006 土屋　佑太 ( M2 )  京都大 (　　) 4  681 奥村　知央 ( 2 )  大阪大 (　　)

5  448 安藤　秀行 ( M1 )  名古屋大 (　　) 5  639 杉田　幸輝 ( 3 )  大阪大 (　　)

6  680 松本　拓馬 ( 2 )  大阪大 (　　) 6  434 小林　篤生 ( 2 )  名古屋大 (　　)

7  221 水戸部　慶彦 ( 4 )  東北大 (　　) 7  6009 大川内　悠 ( 1 )  大阪大 (　　)

8  605 岡崎　祐樹 ( 4 )  大阪大 (　　) 8  318 齋藤　嘉紀 ( 4 )  東京大 (　　)

9  449 角田　涼 ( M1 )  名古屋大 (　　) 9  587 前田　朝陽 ( 1 )  京都大 (　　)

3組 4組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  676 畑　健将 ( 2 )  大阪大 (　　) 1  265 山田　球児 ( 3 )  東北大 (　　)

2  258 宇梶　和希 ( 3 )  東北大 (　　) 2  234 古川　楓 ( 4 )  東北大 (　　)

3  3013 加藤　騎貴 東京大（卒） (　　) 3  2024 大沼　亮太 ( 1 )  東北大 (　　)

4  252 角田　陽 ( 3 )  東北大 (　　) 4  428 沖島　祐輝 ( 2 )  名古屋大 (　　)

5  556 平野　亘 ( 2 )  京都大 (　　) 5  546 岡本　郁翔 ( 2 )  京都大 (　　)

6  457 中野　圭 ( 4 )  名古屋大 (　　) 6  426 山原　光太朗 ( 2 )  名古屋大 (　　)

7  463 齋藤　俊介 ( 3 )  名古屋大 (　　) 7  456 木村　健太郎 ( 4 )  名古屋大 (　　)

8  266 山田　将斗 ( 3 )  東北大 (　　) 8  703 岸　剛史 ( 4 )  九州大 (　　)

9  299 村松　兼志 ( 2 )  東北大 (　　) 9  592 柳原　拓海 ( 1 )  京都大 (　　)

5組 6組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  782 壱岐　晃平 ( M1 )  九州大 (　　) 1  429 安達　晴哉 ( 2 )  名古屋大 (　　)

2  2030 片桐　大智 ( 1 )  東北大 (　　) 2  329 小山　倫之 ( 4 )  東京大 (　　)

3  781 長尾　正明 ( M1 )  九州大 (　　) 3  441 深津　義士 ( 1 )  名古屋大 (　　)

4  447 降籏　賢人 ( M1 )  名古屋大 (　　) 4  427 昔農　侑大 ( 2 )  名古屋大 (　　)

5  102 十河　佑矢 ( M2 )  北海道大 (　　) 5  193 笹森　哲弥 北海道大（卒） (　　)

6  572 犀川　啓太 ( 1 )  京都大 (　　) 6  168 木村　大河 ( 1 )  北海道大 (　　)

7  120 森合　健太 ( 4 )  北海道大 (　　) 7  116 工藤　陽 ( 4 )  北海道大 (　　)

8  724 島田　貴司 ( 4 )  九州大 (　　) 8  6005 三好　竜矢 ( 1 )  大阪大 (　　)

9  769 西岡　宰 ( M1 )  九州大 (　　) 9  6003 高原　健 ( 1 )  大阪大 (　　)

7組 8組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  558 堀葉　俊春 ( 2 )  京都大 (　　) 1  332 升野　裕史 ( 4 )  東京大 (　　)

2  596 吉井　希祐 ( 1 )  京都大 (　　) 2  568 川　俊太 ( 1 )  京都大 (　　)

3  474 平田　明宏 ( 2 )  名古屋大 (　　) 3  315 滝口　直弥 ( 2 )  東京大 (　　)

4  632 加藤　広太 ( 3 )  大阪大 (　　) 4  371 杉本　恭一 ( 4 )  東京大 (　　)

5  682 川崎　悠丘 ( 2 )  大阪大 (　　) 5  559 前田　裕也 ( 2 )  京都大 (　　)

6  650 松川　敏徳 ( 3 )  大阪大 (　　) 6  281 小林　丈士 ( 2 )  東北大 (　　)

7  573 酒井　良祐 ( 1 )  京都大 (　　) 7  3012 近藤　尭之 東京大（卒） (　　)

8  3009 阿部　龍太郎 東京大（卒） (　　) 8  594 山本　祐己 ( 1 )  京都大 (　　)

9  328 大島　知之 ( 4 )  東京大 (　　) 9  468 福本　慎吾 ( 2 )  名古屋大 (　　)

9組 10組

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

2  220 中川　岳士 ( M1 )  東北大 (　　) 2  291 竹内　喬亮 ( 2 )  東北大 (　　)

3  105 小林　ひかる ( M1 )  北海道大 (　　) 3  6i 宮原　友輝 ( 4 )  札幌医科大 (　　)

4  471 河上　知良 ( 2 )  名古屋大 (　　) 4  109 高橋　大道 ( M1 )  北海道大 (　　)

5  343 岩室　真央 ( 1 )  東京大 (　　) 5  215 千葉　智史 ( M1 )  東北大 (　　)

6  5004 柴田　裕平 ( M1 )  京都大 (　　) 6  780 吉開　太一 ( M1 )  九州大 (　　)

7  2007 浅見　大輔 ( 3 )  東北大 (　　) 7  2046 高橋　慧伍 東北大（卒） (　　)

8  2036 田中　翔悟 ( M2 )  東北大 (　　) 8  544 飯田　駿介 ( 2 )  京都大 (　　)

9  217 森　渉 ( M1 )  東北大 (　　) 9  662 鹿嶋　孔哉 ( M1 )  大阪大 (　　)

オープン 男子 400m 18/7/28  11:10( 10組 ) 

《 決勝 》



1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  473 内田　朋秀 ( 2 )  名古屋大 (　　) 1  757 岡部　和哉 ( 1 )  九州大 (　　)

2  738 平野　佑季 ( 3 )  九州大 (　　) 2  758 稲田　拓斗 ( 1 )  九州大 (　　)

3  458 竹原　佑亮 ( 4 )  名古屋大 (　　) 3  766 本多　優作 ( 1 )  九州大 (　　)

4  2036 田中　翔悟 ( M2 )  東北大 (　　) 4  778 磯邊　慎一 九州大（卒） (　　)

5  215 千葉　智史 ( M1 )  東北大 (　　) 5  459 萩原　諒 ( 4 )  名古屋大 (　　)

6  6010 丸山　翔太 ( 3 )  大阪大 (　　) 6  597 吉村　柊太 ( 1 )  京都大 (　　)

7  480 斎藤　雄大 ( 1 )  名古屋大 (　　) 7  366 助川　皓洸 ( 1 )  東京大 (　　)

8  173 森　一紀 ( 1 )  北海道大 (　　) 8  2032 菅野　耀広 ( 1 )  東北大 (　　)

9  761 中鶴　慧 ( 1 )  九州大 (　　) 9  6007 前田　健瑠 ( 1 )  大阪大 (　　)

10  779 中野　龍一 九州大（卒） (　　) 10  6008 牧　駿一朗 ( 1 )  大阪大 (　　)

11  271 若林　郁生 ( 3 )  東北大 (　　) 11  467 大江　崇 ( 2 )  名古屋大 (　　)

12  2046 高橋　慧伍 東北大（卒） (　　) 12  672 濵田　尚也 ( 2 )  大阪大 (　　)

13  109 高橋　大道 ( M1 )  北海道大 (　　) 13  759 坂口　恵一郎 ( 1 )  九州大 (　　)

14  186 浦木　健太郎 北海道大（卒） (　　) 14  3009 阿部　龍太郎 東京大（卒） (　　)

15  780 吉開　太一 ( M1 )  九州大 (　　) 15  132 高田　晋太朗 ( 3 )  北海道大 (　　)

16  449 角田　涼 ( M1 )  名古屋大 (　　) 16  149 富山　忠信 ( 2 )  北海道大 (　　)

17  105 小林　ひかる ( M1 )  北海道大 (　　) 17  367 西村　尚 ( 1 )  東京大 (　　)

18 475 原屋　正龍 1 名古屋大学 (　　)

3組 4組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  734 伊藤　駿宏 ( 3 )  九州大 (　　) 1  360 小河　弘樹 ( 1 )  東京大 (　　)

2  733 中野　蓮司 ( 2 )  九州大 (　　) 2  365 佐藤　魁 ( 1 )  東京大 (　　)

3  736 吉田　晃一郎 ( 4 )  九州大 (　　) 3  489 遠藤　暢 名古屋大（卒） (　　)

4  719 辻川　諒 ( 2 )  九州大 (　　) 4  2028 石垣　雅生 ( 1 )  東北大 (　　)

5  743 須河内　良多 ( 4 )  九州大 (　　) 5  674 大塚　遼 ( 2 )  大阪大 (　　)

6  613 新開　嶺 ( 4 )  大阪大 (　　) 6  671 西羅　瑛太 ( 2 )  大阪大 (　　)

7  756 三浦　裕大 ( 1 )  九州大 (　　) 7  333 椋本　健太郎 ( 4 )  東京大 (　　)

8  217 森　渉 ( M1 )  東北大 (　　) 8  570 木野村　隆宏 ( 1 )  京都大 (　　)

9  599 足立　大宜 ( M1 )  京都大 (　　) 9  564 泉　竣哉 ( 1 )  京都大 (　　)

10  579 鶴見　薫樹 ( 1 )  京都大 (　　) 10  725 田旗　栄太 ( 3 )  九州大 (　　)

11  632 加藤　広太 ( 3 )  大阪大 (　　) 11  765 野中　大地 ( 1 )  九州大 (　　)

12  172 森　子竜 ( 1 )  北海道大 (　　) 12  624 今井　達也 ( 3 )  大阪大 (　　)

13  702 松本　尚士 ( 2 )  九州大 (　　) 13  666 石原　勇輝 ( 2 )  大阪大 (　　)

14  5007 平井　幹 京都大（卒） (　　) 14  228 上條　広裕希 ( 4 )  東北大 (　　)

15  183 川瀬　誠 北海道大（卒） (　　) 15  627 大沼　響 ( 3 )  大阪大 (　　)

16  2038 吉田　真人 東北大（卒） (　　) 16  294 津田　恵吾 ( 2 )  東北大 (　　)

17  2029 酒井　健 ( 1 )  東北大 (　　) 17  773 増永　泰成 ( 1 )  九州大 (　　)

5組 6組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  357 大庭　帆貴 ( 2 )  東京大 (　　) 1  339 若杉　亮 ( 3 )  東京大 (　　)

2  464 近藤　利哉 ( 3 )  名古屋大 (　　) 2  328 大島　知之 ( 4 )  東京大 (　　)

3  546 岡本　郁翔 ( 2 )  京都大 (　　) 3  463 齋藤　俊介 ( 3 )  名古屋大 (　　)

4  336 松原　新 ( 3 )  東京大 (　　) 4  340 小山　敦史 ( 2 )  東京大 (　　)

5  361 加藤　泰斗 ( 1 )  東京大 (　　) 5  205 本田　雄生 ( M2 )  東北大 (　　)

6  345 長田　将 ( 4 )  東京大 (　　) 6  511 長谷川　大智 ( 4 )  京都大 (　　)

7  341 永嶋　祐安 ( 2 )  東京大 (　　) 7  553 津吉　順平 ( 2 )  京都大 (　　)

8  696 田村　宏樹 ( M1 )  大阪大 (　　) 8  567 乙守　倫太朗 ( 1 )  京都大 (　　)

9  685 早川　涼介 ( 1 )  大阪大 (　　) 9  338 八ツ本　真司 ( 3 )  東京大 (　　)

10  619 濱野　達海 ( 4 )  大阪大 (　　) 10  364 鬼頭　壮平 ( 1 )  東京大 (　　)

11  6001 中村　弘和 ( 1 )  大阪大 (　　) 11  576 鈴木　洋太郎 ( 1 )  京都大 (　　)

12  337 森本　祥之 ( 3 )  東京大 (　　) 12  368 福元　啓悟 ( 1 )  東京大 (　　)

13  678 仲保　文太 ( 2 )  大阪大 (　　) 13  342 池野　諒 ( 1 )  東京大 (　　)

14  276 臼井　駿斗 ( 2 )  東北大 (　　) 14  479 天池　駿介 ( 1 )  名古屋大 (　　)

15  478 兵藤　賢 ( 1 )  名古屋大 (　　) 15  445 上寺　啓太 ( M2 )  名古屋大 (　　)

16  280 黒須　大地 ( 2 )  東北大 (　　) 16  363 金山　裕生 ( 1 )  東京大 (　　)

17  2016 金田　大輝 ( 1 )  東北大 (　　) 17  469 町田　弦 ( 2 )  名古屋大 (　　)

オープン 男子 1500m 18/7/28 12:00 ( 9組 ) 
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7組 8組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  673 帯島　滉生 ( 2 )  大阪大 (　　) 1  679 日高　凌 ( 2 )  大阪大 (　　)

2  527 谷川　尚希 ( 3 )  京都大 (　　) 2  460 清水　貴也 ( 3 )  名古屋大 (　　)

3  569 川井　景太 ( 1 )  京都大 (　　) 3  358 桝村　浩行 ( 2 )  東京大 (　　)

4  169 許　辰 ( 1 )  北海道大 (　　) 4  116 工藤　陽 ( 4 )  北海道大 (　　)

5  516 相澤　航 ( 3 )  京都大 (　　) 5  635 工藤　陽貴 ( 3 )  大阪大 (　　)

6  465 茂田　孝弘 ( 3 )  名古屋大 (　　) 6  524 清水　秀広 ( 3 )  京都大 (　　)

7  470 馬場口　博誉 ( 2 )  名古屋大 (　　) 7  5008 下迫田　啓太 京都大（卒） (　　)

8  518 大前　晃一 ( 3 )  京都大 (　　) 8  451 國司　寛人 ( D1 )  名古屋大 (　　)

9  434 小林　篤生 ( 2 )  名古屋大 (　　) 9  466 小松　遼矢 ( 3 )  名古屋大 (　　)

10  297 三浦　慧士 ( 2 )  東北大 (　　) 10  483 長谷川　和紀 ( 1 )  名古屋大 (　　)

11  453 柴田　雄斗 ( 4 )  名古屋大 (　　) 11  447 降籏　賢人 ( M1 )  名古屋大 (　　)

12  452 飯田　康平 ( 4 )  名古屋大 (　　) 12  292 谷口　尚大 ( 2 )  東北大 (　　)

13  454 一林　諒 ( 4 )  名古屋大 (　　) 13  203 早坂　謙児 ( M1 )  東北大 (　　)

14  106 島田　潤 ( M1 )  北海道大 (　　) 14  532 平中　章貴 ( 3 )  京都大 (　　)

15  151 根本　健太 ( 2 )  北海道大 (　　) 15  5001 稲垣　達也 ( M2 )  京都大 (　　)

16  433 中村　光志 ( 2 )  名古屋大 (　　) 16  545 宇佐美　岳良 ( 2 )  京都大 (　　)

17  461 齋藤　幹峻 ( 3 )  名古屋大 (　　) 17  693 塩見　圭史 ( M2 )  大阪大 (　　)

9組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  404 浮津　照也 ( 4 )  名古屋大 (　　)

2  2045 田中　直樹 東北大（卒） (　　)

3  3013 加藤　騎貴 東京大（卒） (　　)

4  575 清水　厚佑 ( 1 )  京都大 (　　)

5  2041 南雲　信之介 東北大（卒） (　　)

6  335 杉本　直之 ( 3 )  東京大 (　　)

7  331 長谷川　祐輝 ( 4 )  東京大 (　　)

8  444 西尾　文吾 ( M2 )  名古屋大 (　　)

9  446 岸田　裕也 ( M2 )  名古屋大 (　　)

10  618 西　慶一郎 ( M1 )  大阪大 (　　)

11  3014 渡邉　拓也 東京大（卒） (　　)

12  408 戸叶　貴也 ( 4 )  名古屋大 (　　)

13  450 池亀　透 ( D3 )  名古屋大 (　　)

14  223 佐藤　宏夢 ( 4 )  東北大 (　　)

15  636 小池　弘顕 ( 3 )  大阪大 (　　)

16  5004 柴田　裕平 ( M1 )  京都大 (　　)

17  610 渡辺　壮流 ( M1 )  大阪大 (　　)

2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  215 千葉　智史 ( M1 )  東北大 (　　) 1  206 熊谷　駿 ( M2 )  東北大 (　　)

2  182 松井　稜 北海道大（卒） (　　) 2  766 本多　優作 ( 1 )  九州大 (　　)

3  780 吉開　太一 ( M1 )  九州大 (　　) 3  271 若林　郁生 ( 3 )  東北大 (　　)

4  473 内田　朋秀 ( 2 )  名古屋大 (　　) 4  756 三浦　裕大 ( 1 )  九州大 (　　)

5  2016 金田　大輝 ( 1 )  東北大 (　　) 5  759 坂口　恵一郎 ( 1 )  九州大 (　　)

6  2036 田中　翔悟 ( M2 )  東北大 (　　) 6  758 稲田　拓斗 ( 1 )  九州大 (　　)

7  149 富山　忠信 ( 2 )  北海道大 (　　) 7  761 中鶴　慧 ( 1 )  九州大 (　　)

8  627 大沼　響 ( 3 )  大阪大 (　　) 8  690 奥村　拳 ( 1 )  大阪大 (　　)

9  175 阪井　裕介 ( 2 )  北海道大 (　　) 9  692 西原　岳 ( 1 )  大阪大 (　　)

10  350 相庭　貴行 ( 3 )  東京大 (　　) 10  674 大塚　遼 ( 2 )  大阪大 (　　)

11  485 水野　裕貴 ( 1 )  名古屋大 (　　) 11  718 河村　駿 ( 2 )  九州大 (　　)

12  710 西川　明宏 ( 4 )  九州大 (　　) 12  464 近藤　利哉 ( 3 )  名古屋大 (　　)

13  109 高橋　大道 ( M1 )  北海道大 (　　) 13  477 佐藤　圭 ( 1 )  名古屋大 (　　)

14  105 小林　ひかる ( M1 )  北海道大 (　　) 14  227 岡田　圭太 ( 4 )  東北大 (　　)

15  738 平野　佑季 ( 3 )  九州大 (　　) 15  476 常森　駿太 ( 1 )  名古屋大 (　　)

16  181 大室　朗 北海道大（卒） (　　) 16  702 松本　尚士 ( 2 )  九州大 (　　)

17  757 岡部　和哉 ( 1 )  九州大 (　　) 17  2029 酒井　健 ( 1 )  東北大 (　　)

18  467 大江　崇 ( 2 )  名古屋大 (　　)

オープン 男子 5000m 18/7/28  9:00( 5組 ) 
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3組 4組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  689 大淵　鷹之介 ( 1 )  大阪大 (　　) 1  297 三浦　慧士 ( 2 )  東北大 (　　)

2  599 足立　大宜 ( M1 )  京都大 (　　) 2  164 山村　知己 ( 1 )  北海道大 (　　)

3  743 須河内　良多 ( 4 )  九州大 (　　) 3  156 尼子　星仁 ( 1 )  北海道大 (　　)

4  613 新開　嶺 ( 4 )  大阪大 (　　) 4  262 三浦　大樹 ( 3 )  東北大 (　　)

5  110 畑　耕太郎 ( M1 )  北海道大 (　　) 5  347 佐藤　悠介 ( 4 )  東京大 (　　)

6  294 津田　恵吾 ( 2 )  東北大 (　　) 6  238 須永　亘 ( 4 )  東北大 (　　)

7  183 川瀬　誠 北海道大（卒） (　　) 7  280 黒須　大地 ( 2 )  東北大 (　　)

8  352 一柳　里樹 ( 3 )  東京大 (　　) 8  470 馬場口　博誉 ( 2 )  名古屋大 (　　)

9  2028 石垣　雅生 ( 1 )  東北大 (　　) 9  6006 大野　一平 ( M1 )  大阪大 (　　)

10  228 上條　広裕希 ( 4 )  東北大 (　　) 10  461 齋藤　幹峻 ( 3 )  名古屋大 (　　)

11  691 中筋　千尋 ( 1 )  大阪大 (　　) 11  511 長谷川　大智 ( 4 )  京都大 (　　)

12  675 赤瀬　康平 ( 2 )  大阪大 (　　) 12  445 上寺　啓太 ( M2 )  名古屋大 (　　)

13  348 肱岡　佑 ( 4 )  東京大 (　　) 13  263 嶋田　拓郎 ( 3 )  東北大 (　　)

14  6004 古澤　周也 ( 1 )  大阪大 (　　) 14  664 平沼　光象 ( 4 )  大阪大 (　　)

15  356 箕輪　創太 ( 3 )  東京大 (　　) 15  673 帯島　滉生 ( 2 )  大阪大 (　　)

16  765 野中　大地 ( 1 )  九州大 (　　) 16  152 山﨑　響生 ( 2 )  北海道大 (　　)

17  6001 中村　弘和 ( 1 )  大阪大 (　　) 17  353 遠藤　正陽 ( 3 )  東京大 (　　)

18  734 伊藤　駿宏 ( 3 )  九州大 (　　) 18  635 工藤　陽貴 ( 3 )  大阪大 (　　)

19  466 小松　遼矢 ( 3 )  名古屋大 (　　)

5組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  131 瀬戸　一世 ( 3 )  北海道大 (　　)

2  344 岩崎　瞭介 ( 4 )  東京大 (　　)

3  472 和田　慎太郎 ( 2 )  名古屋大 (　　)

4  203 早坂　謙児 ( M2 )  東北大 (　　)

5  516 相澤　航 ( 3 )  京都大 (　　)

6  205 本田　雄生 ( M2 )  東北大 (　　)

7  345 長田　将 ( 4 )  東京大 (　　)

8  453 柴田　雄斗 ( 4 )  名古屋大 (　　)

9  430 勝田　哲史 ( 2 )  名古屋大 (　　)

10  693 塩見　圭史 ( M2 )  大阪大 (　　)

11  446 岸田　裕也 ( M2 )  名古屋大 (　　)

12  5001 稲垣　達也 ( M2 )  京都大 (　　)

13  451 國司　寛人 ( D1 )  名古屋大 (　　)

14  2041 南雲　信之介 東北大（卒） (　　)

15  5008 下迫田　啓太 京都大（卒） (　　)

16  106 島田　潤 ( M1 )  北海道大 (　　)

17  362 加藤　悠生 ( 1 )  東京大 (　　)

18  201 齊藤　寛峻 ( D3 )  東北大 (　　)

19  452 飯田　康平 ( 4 )  名古屋大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

18  396 根津　駿介 ( 3 )  東京大 (　　)

19  585 平岡　拓 ( 1 )  京都大 (　　)

20  398 松原　亘希 ( 1 )  東京大 (　　)

21  6016 孫田　礼人 大阪大（卒） (　　)

22  486 山田　剛大 ( 3 )  名古屋市立大 (　　)

23  217 森　渉 ( M1 )  東北大 (　　)

24  397 千菊　智也 ( 2 )  東京大 (　　)

25  399 保田　亜久利 ( 1 )  東京大 (　　)

26  2015 山岸　忠相 ( 1 )  東北大 (　　)

27  108 冨塚　賢弥 ( 5 )  北海道大 (　　)

《 決勝 》（対校男子・オープン女子5000mWと同時スタート）

18/7/28  16:00オープン 男子 5000mW



1組 2組

ﾚｰﾝ 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

1 (　　) 1 (　　)

(　　) 781 長尾　正明 ( M1 )  (　　)  632 加藤　広太 ( 3 ) 

(　　) 769 西岡　宰 ( M1 )  (　　)  634 木高　佳周 ( 3 ) 

(　　) 782 壱岐　晃平 ( M1 )  (　　)  666 石原　勇輝 ( 2 ) 

(　　) 780 吉開　太一 ( M1 )  (　　)  671 西羅　瑛太 ( 2 ) 

(　　) 729 田上　優太 ( 4 )  (　　)  672 濱田　尚也 ( 2 ) 

(　　) 730 本司　澄空 ( 4 )  (　　)  678 仲保　文太 ( 2 ) 

2 (　　) 2 (　　)

(　　)  2013 佐藤　匠 ( 1 )  (　　) 763 二宮　佑樹 ( 1 ) 

(　　)  2021 二ノ神　遼 ( 1 )  (　　) 757 岡部　和哉 ( 1 ) 

(　　)  2022 鈴木　碩通 ( 1 )  (　　) 773 増永　泰成 ( 1 ) 

(　　)  2024 大沼　亮太 ( 1 )  (　　) 759 坂口　恵一郎 ( 1 ) 

(　　)  2030 片桐　大智 ( 1 )  (　　) 775 竹内　幹太 ( 2 ) 

(　　)  2049 佐藤　雄真 ( 1 ) 

3 (　　) 3 (　　)

(　　)  6003 高原　健 ( 1 )  (　　)  456 木村　健太郎 ( 4 ) 

(　　)  6005 三好　竜矢 ( 1 )  (　　)  465 茂田　孝弘 ( 3 ) 

(　　)  6009 大川内　悠 ( 1 )  (　　)  471 河上　知良 ( 2 ) 

(　　)  639 杉田　幸輝 ( 3 )  (　　)  478 兵藤　賢 ( 1 ) 

(　　)  650 松川　敏徳 ( 3 )  4 (　　)

(　　)  667 川添　洋祐 ( 3 )  (　　)  203 早坂　謙児 ( M2 ) 

4 (　　) (　　)  2035 工藤　航平 ( M2 ) 

(　　)  660 宮滝　雅己 ( 2 )  (　　)  2036 田中　翔悟 ( M2 ) 

(　　)  676 畑　健将 ( 2 )  (　　)  204 佐藤　文哉 ( M2 ) 

(　　)  677 永田　怜 ( 2 )  (　　)  2042 小幡　卓哉

(　　)  680 松本　拓馬 ( 2 ) 

(　　)  682 川崎　悠丘 ( 2 )  5 (　　)

5 (　　) (　　)  361 加藤　泰斗 ( 1 ) 

(　　)  444 西尾　文吾 ( M2 )  (　　)  363 金山　裕生 ( 1 ) 

(　　)  449 角田　涼 ( M1 )  (　　)  364 鬼頭　壮平 ( 1 ) 

(　　)  610 渡辺　壮流 ( M1 )  (　　)  365 佐藤　魁 ( 1 ) 

(　　)  662 鹿嶋　孔哉 ( M1 )  (　　)  366 助川　皓洸 ( 1 ) 

(　　)  368 福元　啓悟 ( 1 ) 

6 (　　) 6 (　　)

(　　)  278 川島　啓 ( 2 )  (　　)  188 藤田　光

(　　)  287 高倉　直幸 ( 2 )  (　　)  189 中山　祐作

(　　)  292 谷口　尚大 ( 2 )  (　　)  190 三上　兼太朗

(　　)  299 村松　兼志 ( 2 )  (　　)  191 大屋　厚

7 (　　)

7 (　　) (　　)  408 戸叶　貴也 ( 4 ) 

(　　)  335 杉本　直之 ( 3 )  (　　)  458 竹原　佑亮 ( 4 ) 

(　　)  336 松原　新 ( 3 )  (　　)  461 齋藤　幹峻 ( 3 ) 

(　　)  337 森本　祥之 ( 3 )  (　　)  464 近藤　利哉 ( 3 ) 

(　　)  338 八ツ本　真司 ( 3 )  (　　)  470 馬場口　博誉 ( 2 ) 

(　　)  339 若杉　亮 ( 3 )  (　　)  479 天池　駿介 ( 1 ) 

(　　)  340 小山　敦史 ( 2 )  8 (　　)

8 (　　) (　　) 761 中鶴　慧 ( 1 ) 

(　　)  178 岩田　拓也 (　　) 765 野中　大地 ( 1 ) 

(　　)  193 笹森　哲弥 (　　) 766 本多　優作 ( 1 ) 

(　　)  194 大津山　健 (　　) 756 三浦　裕大 ( 1 ) 

(　　)  195 姫松　裕志 ( D3 )  (　　) 774 執柄　翔輝 ( 1 ) 

9 (　　)

(　　) 5004 柴田　裕平 ( M1 ) 

9 (　　) (　　) 599 足立　大宜 ( M1 ) 

(　　)  5009 眞武　俊輔 (　　) 5001 稲垣　達也 ( M2 ) 

(　　)  5010 宿利　隆司 (　　) 5003 久米　祐輔 ( M2 ) 

(　　)  5011 長谷川　聡 (　　) 5013 西　慶一郎 ( M1 ) 

(　　)  5012 堀田　孝之 (　　) 5014 大野　一平 ( M1 ) 

18/7/28  14:05( 3組 ) 

《 決勝 》

オープン 男子 4×400mR

年下のマネージャー彼女にしがち

チーム名

イニシャルT

チーム名

夏は長尾の夏期講習

海底2万マイル

大阪大学A

箱キャン半端ないって！

中島軍団

国際信州学院大学

浪人ズfeatToshi

北の国の桐山真臣

何とは言わないが890点

エンジョイ勢

ほぼ虫

北大RG選抜

走れオザキ痩せろゲン

北大OB

伊都キャン半端ないって！

4分切るの無理学部



3組

ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

1 (　　)

(　　) 5015 大沼　響 ( 3 ) 

(　　) 5016 吉田　裕彦 ( 3 ) 

(　　) 5017 内田　祐紀哉 ( 3 ) 

(　　) 538 三田村　侑紀 ( 3 ) 

2 (　　)

(　　)  424 大内　慎也 ( 3 ) 

(　　)  462 小林　陽介 ( 3 ) 

(　　)  468 福本　慎吾 ( 2 ) 

(　　)  474 平田　明宏 ( 2 ) 

(　　)  596 吉井　希祐 ( 1 ) 

3 (　　)

(　　)  572 犀川　啓太 ( 1 ) 

(　　)  573 酒井　良祐 ( 1 ) 

(　　)  577 武波　夏輝 ( 1 ) 

(　　)  587 前田　朝陽 ( 1 ) 

(　　)  596 吉井　希祐 ( 1 ) 

4 (　　)

(　　)  103 赤坂　健太郎 ( M1 ) 

(　　)  104 安部　晋吾 ( M1 ) 

(　　)  107 杉山　翔馬 ( M1 ) 

(　　)  109 高橋　大道 ( M1 ) 

5 (　　)

(　　)  446 岸田　裕也 ( M2 ) 

(　　)  483 長谷川　和紀 ( 1 ) 

(　　)  642 横山　路留 ( M2 ) 

(　　)  696 田村　宏樹 ( M1 ) 

6 (　　)

(　　)  2046 高橋　慧伍

(　　)  2048 竹原　大

(　　)  215 千葉　智史 ( M1 ) 

(　　)  217 森　渉 ( M1 ) 

7 (　　)

(　　)  448 安藤　秀行 ( M1 ) 

(　　)  457 中野　圭 ( 4 ) 

(　　)  459 萩原　諒 ( 4 ) 

(　　)  473 内田　朋秀 ( 2 ) 

8 (　　)

(　　)  126 今井　駿佑 ( 3 ) 

(　　)  131 瀬戸　一世 ( 3 ) 

(　　)  132 高田　晋太朗 ( 3 ) 

(　　)  136 菱山　悠太 ( 3 ) 

9 (　　)

(　　)  534 松本　佳太 ( 3 ) 

(　　)  563 石田　風太 ( 1 ) 

(　　)  580 鄭　晟皓 ( 1 ) 

(　　)  582 永田　智季 ( 1 ) 

(　　)  588 松原　耕平 ( 1 ) 

(　　)  595 湯谷　樹生 ( 1 ) 

チーム名

チーム１回生

前高×高高

大都会とやま～季節の森歩美を添えて～

オレらが学連を変えてやるぅー

YORIMICHI

京都大学A

北海道大学RGパート選抜

津西×四南

旧ソ連



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  687 中家　啓揮 (1) 大阪大 (　　)

2  212 大塚　祐貴 ( M1 )  東北大 (　　)

3  563 石田　風太 (1) 京都大 (　　)

4  193 笹森　哲弥 北海道大（卒） (　　)

5  571 黒川　泰暉 (1) 京都大 (　　)

6  104 安部　晋吾 ( M1 )  北海道大 (　　)

7  6012 生野　雄大 ( M1 )  大阪大 (　　)

8  5005 珍坂　涼太 ( M1 )  京都大 (　　)

9  6018 細田　真広 大阪大（卒） (　　)

10  107 杉山　翔馬 ( M1 )  北海道大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速

1  180 下田　和樹 北海道大（卒） (　　) (-　.　) 1  776 西　哲平 (1) 九州大 (　　) (-　.　)

2  6002 西尾　彰文 (1) 大阪大 (　　) (-　.　) 3  2036 田中　翔悟 ( M2 )  東北大 (　　) (-　.　)

3  254 松岡　恭平 (3) 東北大 (　　) (-　.　) 4  684 岩崎　洋矢 (1) 大阪大 (　　) (-　.　)

4  697 久保　快斗 (1) 大阪大 (　　) (-　.　) 5  670 齋藤　宣樹 (2) 大阪大 (　　) (-　.　)

5  188 藤田　光 北海道大（卒） (　　) (-　.　) 6  687 中家　啓揮 (1) 大阪大 (　　) (-　.　)

6  660 宮滝　雅己 (2) 大阪大 (　　) (-　.　) 7  760 藤井　稜 (1) 九州大 (　　) (-　.　)

7  2012 髙安　弘人 (1) 東北大 (　　) (-　.　) 8  651 広兼　浩二朗 ( M1 )  大阪大 (　　) (-　.　)

8  257 鈴木　輝彦 (3) 東北大 (　　) (-　.　) 9  561 横山　寛樹 (2) 京都大 (　　) (-　.　)

9  749 梶原　晃 (3) 九州大 (　　) (-　.　) 10  735 坂本　隼人 (4) 九州大 (　　) (-　.　)

10  484 梅田　峻也 (1) 名古屋大 (　　) (-　.　) 11  371 杉本　恭一 (4) 東京大 (　　) (-　.　)

11  376 佐藤　彰太 (3) 東京大 (　　) (-　.　) 12  3010 橋本　武 東京大（卒） (　　) (-　.　)

12  633 川根　聖矢 (3) 大阪大 (　　) (-　.　) 12  220 中川　岳士 ( M1 )  東北大 (　　) (-　.　)

13  481 有我　友希 (1) 名古屋大 (　　) (-　.　) 13  381 金井　琳 (2) 東京大 (　　) (-　.　)

14  383 直川　史寛 (2) 東京大 (　　) (-　.　) 14  653 渡瀬　孔明 (3) 大阪大 (　　) (-　.　)

15  377 平井　智史 (3) 東京大 (　　) (-　.　) 15  590 村田　憧哉 (1) 京都大 (　　) (-　.　)

16  432 清原　和真 (2) 名古屋大 (　　) (-　.　) 16  296 増野　巽哉 (2) 東北大 (　　) (-　.　)

17  661 棚原　大介 (2) 大阪大 (　　) (-　.　) 17  669 井内　光 (2) 大阪大 (　　) (-　.　)

18  2002 古俣　諒大 (2) 東北大 (　　) (-　.　) 18  403 山崎　大輝 (4) 名古屋大 (　　) (-　.　)

19  211 藤井　佳祐 ( M1 )  東北大 (　　) (-　.　) 19  3011 藤田　靖浩 東京大（卒） (　　) (-　.　)

20  2039 岡部　大輝 東北大（卒） (　　) (-　.　) 20  378 藤原　暉 (3) 東京大 (　　) (-　.　)

21  6015 西田　拓展 大阪大（卒） (　　) (-　.　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  593 山野　陽集 (1) 京都大 (　　)

2  220 中川　岳士 ( M1 )  東北大 (　　)

3  2036 田中　翔悟 ( M2 )  東北大 (　　)

4  254 松岡　恭平 (3) 東北大 (　　)

5  391 友藤　彰紀 (2) 東京大 (　　)

6  2034 吉田　知将 (3) 東北大 (　　)

7  659 藤原　侑斗 (2) 大阪大 (　　)

8  2037 木曽　真吾 (4) 東北大 (　　)

9  725 田旗　栄太 (3) 九州大 (　　)

10  686 山田　翔平 (1) 大阪大 (　　)

11  283 佐藤　泰河 (2) 東北大 (　　)

12  2010 佐々木　玲 (1) 東北大 (　　)

13  2008 秋葉　湧太 (1) 東北大 (　　)

14  2035 工藤　航平 ( M2 )  東北大 (　　)

15  458 竹原　佑亮 (4) 名古屋大 (　　)

16  454 一林　諒 (4) 名古屋大 (　　)

《 決勝 》

オープン 男子 やり投 18/7/28 10:00  

18/7/28 13:00  

《 決勝 》

オープン 男子 棒高跳

1組 2組

オープン 男子 走幅跳 18/7/28 09:40 ( 2組 ) 

《 決勝 》



17  598 浅野　智司 ( M1 )  京都大 (　　)

18 192 岡田　政彦 　 北海道大（卒） (　　)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女女  子子  

オオーーププンンのの部部  



ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

2  613 遠山　知里 ( 2 )  大阪大 (　　) (　　)

3  117 石田　友梨 ( 3 )  藤女子大 (　　) 3  605 山口　綾香 ( 4 )  大阪大 (　　)

4  122 近藤　仁美 ( 1 )  北海道大 (　　) 4  610 山本　理紗 ( 3 )  大阪大 (　　)

5  223 吉村　梢 ( M1 )  東北大 (　　) 5  603 畑中　杏佳 ( 5 )  大阪大 (　　)

6  125 松林　あかね ( 1 )  北海道大 (　　) 6  602 坂口　美佳 ( 4 )  大阪大 (　　)

7  515 菅野　紗希 ( 4 )  京都女子大 (　　) 7  615 落合　玲名 ( 2 )  大阪大 (　　)

8  621 針間　未侑 ( 1 )  大阪大 (　　) 8  212 泉屋　咲月 ( 2 )  東北大 (　　)

9  418 澤田　萌乃 ( 3 )  愛知淑徳大 (　　) 9  225 小川　明音 ( 1 )  東北大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

3  111 森　歩美 ( 3 )  北海道大 (　　)

4  118 橋場　美咲 ( 2 )  藤女子大 (　　)

5  604 西村　美生 ( 4 )  大阪大 (　　)

6  510 奥村　夏子 ( 1 )  京都大 (　　)

7  114 小西　杏佳 ( 2 )  北海道大 (　　)

8  129 松橋　ひかる 北海道大（卒） (　　)

9  105 辰馬　玲子 ( 4 )  北海道大 (　　)

ﾚｰﾝ No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

2  120 川田　亜弥 ( 1 )  北海道大 (　　)

3  418 澤田　萌乃 ( 3 )  愛知淑徳大 (　　)

4  101 上田　江里子 ( M1 )  北海道大 (　　)

5  420 宮崎　玲菜 ( 4 )  椙山女学院大 (　　)

6  604 西村　美生 ( 4 )  大阪大 (　　)

7  117 石田　友梨 ( 3 )  藤女子大 (　　)

8  130 有泉　花子 北海道大（卒） (　　)

9  213 柄澤　菜々美 ( 2 )  東北大 (　　)

1組 2組

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考 Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1 708 山口　夏鈴 4 福岡女子大 (　　) 1 130 有泉　花子 北海道大（卒） (　　)

2 226 高島　夏子 1 東北大 (　　) 2 3015 今須　宏美 東京大（卒） (　　)

3 224 古川　咲良 1 東北大 (　　) 3 3008 花渕　真生 1 東京大 (　　)

4 201 渡邊　朝美 M2 東北大 (　　) 4 207 須田　桜 4 東北大 (　　)

5 701 佐藤　咲季 3 九州大 (　　) 5 517 上島　ほのか 2 京都ノートルダム女子大 (　　)

6 209 岸田　晶穂 4 東北大 (　　) 6 101 上田　江里子 M1 北海道大 (　　)

7 404 丹羽　遥香 3 名古屋大 (　　) 7 606 角谷　歩惟 3 大阪大 (　　)

8 109 大倉　早貴 3 北海道大 (　　) 8 417 山下　南帆 3 愛知淑徳大 (　　)

9 512 鶴崎　涼花 1 京都大 (　　) 9 206 星屋　美優 4 東北大 (　　)

10 3007 町田　黎子 1 東京大 (　　) 10 208 阿部　春花 4 東北大 (　　)

11 123 中村　沙和子 1 北海道大 (　　) 11 215 橋本　悠実 2 東北大 (　　)

12 406 近藤　由梨 2 名古屋大 (　　)

《 決勝 》

オープン 女子 400m 18/7/28  11:05

《 決勝 》

オープン 女子 1500m 18/7/28 11:45( 2組 ) 

3組

2組1組 風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

風速 (+/-　.　m/s)

オープン 女子 100m 18/7/28 12:55 ( 3組 ) 

《 決勝 》



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

18  404 丹羽　遥香 ( 3 )  名古屋大 (　　)

19  215 橋本　悠実 ( 2 )  東北大 (　　)

20  218 栗原　唯 ( M1 )  東北大 (　　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

28  502 高野　寛子 ( 4 )  京都大 (　　)

29  414 中川　晴子 ( 3 )  名古屋大 (　　)

30  222 青木　まひろ ( 1 )  東北大 (　　)

31  419 浅野　奈穂 ( 3 )  金城学院大 (　　)

32 415 川邉　のぞみ 2 名古屋大学 (　　)

1組

ﾚｰﾝ 順位 記録 備考

4 (　　)

(　　)  101 上田　江里子 ( M1 ) 

(　　)  117 石田　友梨 ( 3 ) 

(　　)  119 清水　紀久子 ( 2 ) 

(　　)  129 松橋　ひかる

5 (　　)

(　　)  404 丹羽　遥香 ( 3 ) 

(　　)  417 山下　南帆 ( 3 ) 

(　　)  418 澤田　萌乃 ( 3 ) 

(　　)  420 宮崎　玲菜 ( 4 ) 

(　　)  421 山佐　氷貴 ( 3 ) 

6 (　　)

(　　)  3015 今須　宏美

(　　)  3016 徳永　昌子

(　　)  3017 小林　愛海

(　　)  3018 一瀬　輪子

18/7/28  13:55

みんな20歳?

やまのうえ

七大オールドガールズ※これでも頑張っています

オープン 女子 4×400mR

《 決勝 》

チーム名

《 決勝 》(対校男子・オープン男子5000mWと同時スタート）

オープン 女子 5000m 18/7/28  9:00

《 決勝 》(オープン男子5000m1組目と同時スタート）

オープン 女子 5000mW 18/7/28  16:00



Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 風速 備考

1  623 前川　佳花 ( 1 )  大阪大 (　　) (-　.　)

2  126 森下　那海 ( 1 )  北海道大 (　　) (-　.　)

3  114 小西　杏佳 ( 2 )  北海道大 (　　) (-　.　)

4  605 山口　綾香 ( 4 )  大阪大 (　　) (-　.　)

5  603 畑中　杏佳 ( 5 )  大阪大 (　　) (-　.　)

6  201 渡邊　朝美 ( M2 )  東北大 (　　) (-　.　)

7  223 吉村　梢 ( M1 )  東北大 (　　) (-　.　)

8  516 広川　知佳 ( 3 )  京都女子大 (　　) (-　.　)

Ord. No. 競技者名 学年 所属 順位 記録 備考

1  128 赤坂　実花子 ( 2 )  北海道大 (　　)

2  115 千葉　沙也加 ( 2 )  北海道大 (　　)

3  201 渡邊　朝美 ( M2 )  東北大 (　　)

4  508 中野　水貴 ( 2 )  京都大 (　　)

5  220 山﨑　香織 ( 1 )  東北大 (　　)

《 決勝 》

オープン 女子 走幅跳 18/7/28 13:00  

《 決勝 》

オープン 女子 やり投 18/7/28 12:30  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資資  料料  

  

 



総合優勝 トラック フィールド 会場 総合優勝 トラック フィールド 会場

第1回 (昭和25年) 京都大 京都大 京都大 京大 第35回 (昭和59年) 東京大 東北大 東京大 平和台

第2回 (昭和26年) 京都大 京都大 京都大 中百舌 第36回 (昭和60年) 東京大 京都大 東京大 長居

第3回 (昭和27年) 北海道大 京都大 北海道大 円山 第37回 (昭和61年) 東京大 東京大 東京大 西京極

第4回 (昭和28年) 京都大 京都大 京都大 東大 第38回 (昭和62年) 京都大 京都大 東北大 信夫が丘

第5回 (昭和29年) 東京大 東京大 北海道大 瑞穂 第39回 (昭和63年) 京都大 名古屋大 京都大 江戸川

第6回 (昭和30年) 東京大 東京大 京都大 宮城野原 第40回 (平成元年) 京都大 京都大 京都大 瑞穂

第7回 (昭和31年) 東京大 東京大 東京大 平和台 第41回 (平成2年) 東京大 京都大 東京大 円山

第8回 (昭和32年) 東京大 東京大 京都大 京大 第42回 (平成3年) 東京大 京都大 東京大 平和台

第9回 (昭和33年) 京都大 東京大 京都大 服部 第43回 (平成4年) 京都大 京都大 東京大 長居

第10回 (昭和34年) 京都大 東京大 京都大 円山 第44回 (平成5年) 東京大 東京大 北海道大 皇子山

第11回 (昭和35年) 東京大 東京大 東京大 東大 第45回 (平成6年) 名古屋大 北海道大 大阪大 宮城野原

第12回 (昭和36年) 京都大 東京大 京都大 瑞穂 第46回 (平成7年) 北海道大 北海道大 大阪大 駒沢

第13回 (昭和37年) 東京大 東京大 東京大 円山 第47回 (平成8年) 東京大 東京大 大阪大 瑞穂

第14回 (昭和38年) 東京大 東京大 京都大 平和台 第48回 (平成9年) 東京大 東京大 大阪大 円山

第15回 (昭和39年) 東京大 東京大 東京大 京大 第49回 (平成10年) 東京大 東京大 東北大 博多の森

第16回 (昭和40年) 東京大 東京大 京都大 服部 第50回 (平成11年) 東京大 九州大 東京大 万博記念

第17回 (昭和41年) 京都大 京都大 京都大 東大 第51回 (平成12年) 東京大 東京大 京都大 太陽が丘

第18回 (昭和42年) 京都大 京都大 東京大 宮城野原 第52回 (平成13年) 名古屋大 名古屋大 東京大 大井埠頭

第19回 (昭和43年) 京都大 京都大 東京大 瑞穂 第53回 (平成14年) 京都大 名古屋大 東京大 宮城野原

第20回 (昭和44年) 京都大 京都大 北海道大 円山 第54回 (平成15年) 大阪大 名古屋大 大阪大学 瑞穂

第21回 (昭和45年) 京都大 京都大 北海道大 平和台 第55回 (平成16年) 京都大 東北大 京都大 円山

第22回 (昭和46年) 京都大 京都大 北海道大 長居 第56回 (平成17年) 京都大 名古屋大 京都大 博多の森

第23回 (昭和47年) 東京大 東北大 大阪大 西京極 第57回 (平成18年) 東京大 京都大 東京大 皇子山

第24回 (昭和48年) 東京大 東北大 東京大 宮城野原 第58回 (平成19年) 名古屋大 大阪大 東北大 西京極

第25回 (昭和49年) 京都大 京都大 北海道大 武蔵野 第59回 (平成20年) 東北大 名古屋大 東北大 宮城野原

第26回 (昭和50年) 東京大 東北大 東京大 瑞穂 第60回 (平成21年) 大阪大 大阪大 大阪大 国立・大井

第27回 (昭和51年) 東京大 東京大 東京大 円山 第61回 (平成22年) 大阪大 名古屋大 大阪大 瑞穂

第28回 (昭和52年) 東京大 東京大 東京大 万博記念 第62回 (平成23年) 大阪大 東大,京大 大阪大 厚別

第29回 (昭和53年) 東京大 東京大 東京大 平和台 第63回 (平成24年) 東北大 京都大 東北大 博多の森

第30回 (昭和54年) 東京大 京都大 東京大 西京極 第64回 (平成25年) 京都大 京都大 大阪大 長居

第31回 (昭和55年) 京都大 大阪大 京都大 宮城県営 第65回 (平成26年) 西京極

第32回 (昭和56年) 東京大 京都大 東京大 大井埠頭 第66回 (平成27年) 京都大 京都大 大阪大 仙台

第33回 (昭和57年) 瑞穂 第67回 (平成28年) 東京大 東京大 東京大 大井埠頭

第34回 (昭和58年) 京都大 京都大 東京大 円山 第68回 (平成29年) 名古屋大 名古屋大 大阪大 瑞穂

総合優勝 トラック フィールド 会場 総合優勝 トラック フィールド 会場

第1回 (平成2年) 北海道大 北海道大 京都大 円山 第15回 (平成16年) 名古屋大 名古屋大 京都大 円山

第2回 (平成3年) 北海道大 北海道大 大阪大 平和台 第16回 (平成17年) 名古屋大 名古屋大 京都大 博多の森

第3回 (平成4年) 北海道大 北海道大 京都大 長居 第17回 (平成18年) 名古屋大 名古屋大 京都大 皇子山

第4回 (平成5年) 北海道大 北海道大 名古屋大 皇子山 第18回 (平成19年) 名古屋大 名古屋大 京大,北大 西京極

第5回 (平成6年) 北海道大 北海道大 名古屋大 宮城野原 第19回 (平成20年) 北海道大 北海道大 北海道大 宮城野原

第6回 (平成7年) 北海道大 北海道大 名古屋大 駒沢 第20回 (平成21年) 大阪大 大阪大 北海道大 国立

第7回 (平成8年) 京都大 京都大 名古屋大 瑞穂 第21回 (平成22年) 大阪大 大阪大 北海道大 瑞穂

第8回 (平成9年) 北海道大 北海道大 東北大 円山 第22回 (平成23年) 名古屋大 北大,名大 名古屋大 厚別

第9回 (平成10年) 北海道大 九州大 東北大 博多の森 第23回 (平成24年) 名古屋大 京都大 京都大 博多の森

第10回 (平成11年) 名古屋大 名古屋大 東北大 万博記念 第24回 (平成25年) 名古屋大 名古屋大 東北大 長居

第11回 (平成12年) 北海道大 北海道大 北海道大 太陽が丘 第25回 (平成26年) 西京極

第12回 (平成13年) 東京大 東京大 名古屋大 大井埠頭 第26回 (平成27年) 大阪大 大阪大 名古屋大 仙台

第13回 (平成14年) 名古屋大 東京大 名古屋大 宮城野原 第27回 (平成28年) 大阪大 東北大 大阪大 大井埠頭

第14回 (平成15年) 名古屋大 名古屋大 名古屋大 瑞穂 第28回 (平成29年) 東北大 東北大 京都大 瑞穂

台風のため中止

歴代優勝校(女子)

歴代優勝校(男子)

雷雨のため中止

台風のため中止



第 1 回 増田 潔 (京大) 11”0 第24回 飯島 正樹 (東大) 11”5 第47回 芳川 恒徳 (京大) 10”90

第 2 回 増田 潔 (京大) 11”1 第25回 富田 真史 (阪大) 11”2 第48回 岡 潤一 (北大) 10”65

第 3 回 増田 潔 (京大) 11”1 第26回 佐々木 裕 (東大) 10”8 第49回 楠本 亮介 (九大) 10”87

第 4 回 杉山 泰夫 (東大) 11”6 第27回 佐々木 裕 (東大) 11”0 第50回 楠本 亮介 (九大) 10”77

第 5 回 井上 誠夫 (東大) 11”1 第28回 佐々木 裕 (東大) 10”8 第51回 神通 邦彦 (京大) 11”09

第 6 回 矢内 純吉 (阪大) 11”3 第29回 富田 真史 (阪大) 11”3 第52回 後藤 賢二 (名大) 10”81

第 7 回 辻 義昭 (京大) 11”1 第30回 北原 康宏 (阪大) 11”1 第53回 後藤 賢二 (名大) 10”81

第 8 回 浦野 穏昌 (東大) 11”2 第31回 森 照晃 (阪大) 11”0 第54回 後藤 賢二 (名大) 10”91

第 9 回 三島 宏夫 (京大) 11”2 第32回 田村 享久 (京大) 11”3 第55回 米田 武史 (東大) 10”86

第10回 吉田 康夫 (東北大) 11”2 第33回 遠藤 茂 (京大) 10”8 第56回 米田 武史 (東大) 10”82

第11回 中尾 勝 (東大) 11”2 第34回 宮田 珠己 (阪大) 11”17 第57回 江馬 彰俊 (北大) 10”83

第12回 中尾 勝 (東大) 11”4 第35回 野瀬 昇 (名大) 11”05 第58回 大橋 佑摩 (九大) 10”94

第13回 石塚 哲司 (東大) 11”0 第36回 斎木 基久 (名大) 11”90 第59回 中山 拓哉 (名大) 10”95

第14回 斎藤 忠志 (北大) 11”0 第37回 野瀬 昇 (名大) 10”85 第60回 武田 考功 (阪大) 10”83

第15回 斎藤 忠志 (北大) 11”1 第38回 野瀬 昇 (名大) 10”94 第61回 山崎 雄大 (名大) 10”79

第16回 青木 克彦 (東大) 11”2 第39回 小林 浩 (名大) 10”5 ◎ 第62回 春日 慶輝 (東大) 10”83

第17回 青木 克彦 (東大) 11”0 第40回 西沢 博志 (阪大) 10”88 第63回 春日 慶輝 (東大) 10”77

第18回 青木 克彦 (東大) 11”2 第41回 井指 康裕 (北大) 10”77 第64回 石田 真也 (京大) 10”71

第19回 荒木 聡 (名大) 11”2 第42回 椿 幸太 (東大) 11”0 第65回 中　　止

第20回 藤田 文夫 (東北大) 10”9 第43回 上坂 憲一 (阪大) 10”95 第66回 宮崎 幸辰 (東北大) 10”83

第21回 藤田 文夫 (東北大) 10”8 第44回 徳永 威 (北大) 10”92 第67回 宮崎 幸辰 (東北大) 10”50 ◎

第22回 近藤 隆士 (京大) 11”1 第45回 徳永 威 (北大) 10”82 第68回 澤 薫 (京都大) 10”64

第23回 小手川 強二 (東大) 11”3 第46回 玉垣 弘 (京大) 10”5 ◎

第 1 回 増田 潔 (京大) 22”4 第24回 飯島 正樹 (東大) 23”3 第47回 工藤 洋治 (東大) 22”12

第 2 回 増田 潔 (京大) 24”0 第25回 佐々木 裕 (東大) 22”4 第48回 上田 純也 (九大) 21”89

第 3 回 増田 潔 (京大) 22”8 第26回 佐々木 裕 (東大) 22”2 第49回 稲治 優 (京大) 21”77

第 4 回 武川 宏 (京大) 23”4 第27回 佐々木 裕 (東大) 22”2 第50回 稲治 優 (京大) 21”39

第 5 回 杉山 泰夫 (東大) 23”6 第28回 佐々木 裕 (東大) 21”5 第51回 新浜 太郎 (名大) 22”14

第 6 回 浦野 穏昌 (東大) 22”5 第29回 白石 愛明 (阪大) 22”8 第52回 神通 邦彦 (京大) 21”86

第 7 回 浦野 穏昌 (東大) 23”1 第30回 牧野 真 (京大) 22”5 第53回 後藤 賢二 (名大) 21”82

第 8 回 浦野 穏昌 (東大) 22”6 第31回 浅野 真一郎 (京大) 22”3 第54回 後藤 健二 (名大) 22”00

第 9 回 三島 宏夫 (京大) 23”0 第32回 村田 秀之 (九大) 22”6 第55回 荻山 宣樹 (阪大) 22”09

第10回 三島 宏夫 (京大) 23”1 第33回 第56回 谷 篤 (名大) 22”09

第11回 中尾 勝 (東大) 23”0 第34回 水野 成容 (阪大) 22”37 第57回 江馬 彰俊 (北大) 21”92

第12回 中尾 勝 (東大) 23”3 第35回 野瀬 昇 (名大) 22”72 第58回 武田 考功 (阪大) 21”68

第13回 石塚 哲司 (東大) 23”2 第36回 於本 秀人 (九大) 22”72 第59回 中山 拓哉 (名大) 21”66

第14回 納富 昭彦 (九大) 22”9 第37回 安達 和宏 (東大) 22”08 第60回 武田 考功 (阪大) 21”97

第15回 斎藤 忠志 (北大) 22”8 第38回 野瀬 昇 (名大) 21”65 第61回 山崎 雄大 (名大) 21”46

第16回 鴨脚 佐 (京大) 22”5 第39回 松岡 建志 (東大) 21”9 第62回 真木 伸浩 (東大) 21”74

第17回 青木 克彦 (東大) 22”8 第40回 矢内 純太 (京大) 21”63 第63回 真木 伸浩 (東大) 21”47

第18回 藤田 文夫 (東北大) 22”6 第41回 井指 康裕 (北大) 22”02 第64回 宮崎 幸辰 (東北大) 21”54

第19回 藤田 文夫 (東北大) 22”9 第42回 西沢 博志 (阪大) 22”5 第65回 中　　止

第20回 藤田 文夫 (東北大) 22”2 第43回 久保 友明 (東北大) 21”98 第66回 石田 真也 (京大) 21”41

第21回 荒木 聡 (名大) 22”2 第44回 玉垣 弘 (京大) 21”86 第67回 宮崎 幸辰 (東北大) 20”91◎

第22回 宮下 啓一 (阪大) 22”6 第45回 久保 信明 (北大) 22”08 第68回 澤 薫 (京都大) 21”57

第23回 宮下 啓一 (阪大) 22”1 第46回 玉垣 弘 (京大) 21”7

男子歴代優勝者
◎：大会記録

中　　止

100ｍ

200ｍ



第 1 回 山本 弘一 (京大) 51”2 第24回 落合 俊郎 (東北大) 50”6 第47回 工藤 洋治 (東大) 48”21

第 2 回 佐藤 幸雄 (北大) 53”2 第25回 島津 義史 (京大) 51”1 第48回 工藤 洋治 (東大) 48”58

第 3 回 矢内 純吉 (阪大) 52”9 第26回 佐々木 裕 (東大) 50”3 第49回 工藤 洋治 (東大) 47”97

第 4 回 中村 好男 (北大) 54”4 第27回 佐々木 裕 (東大) 50”3 第50回 豊田 光洋 (名大) 50”28

第 5 回 矢内 純吉 (阪大) 53”2 第28回 三浦 浩 (名大) 50”0 第51回 田中 大造 (東北大) 48”68

第 6 回 浦野 穏昌 (東大) 52”0 第29回 白石 愛明 (阪大) 49”9 第52回 吉川 英寿 (北大) 48”33

第 7 回 浦野 穏昌 (東大) 52”4 第30回 今西 一生 (阪大) 49”6 第53回 吉川 英寿 (北大) 48”04

第 8 回 浦野 穏昌 (東大) 51”8 第31回 白石 愛明 (阪大) 49”8 第54回 可知 晃徳 (名大) 49”07

第 9 回 加藤 由基夫 (東大) 51”7 第32回 山本 貴弘 (京大) 49”8 第55回 可知 晃徳 (名大) 48”02

第10回 稲葉 滋 (東大) 51”5 第33回 山本 貴弘 (京大) 48”9 第56回 北川 達 (阪大) 48”09

第11回 石橋 正 (京大) 51”5 第34回 山本 貴弘 (京大) 49”71 第57回 岡村 健太郎 (阪大) 49”62

第12回 佐藤 松範 (京大) 51”1 第35回 栗阪 一雄 (阪大) 48”65 第58回 牧 祐輝 (名大) 49”17

第13回 遠藤 康夫 (京大) 51”8 第36回 放本 秀人 (北大) 49”50 第59回 岡村 健太郎 (阪大) 48”24

第14回 進藤 正勝 (東北大) 51”3 第37回 栗阪 一雄 (阪大) 49”09 第60回 高野 陽介 (阪大) 50”52

第15回 上田 裕一 (東大) 50”6 第38回 矢内 純太 (京大) 48”47 第61回 山下 康平 (九大) 49”23

第16回 上田 裕一 (東大) 49”6 第39回 島本 幸治 (東大) 49”1 第62回 山下 康平 (九大) 48”68

第17回 藤本 恭久 (京大) 50”2 第40回 矢内 純太 (京大) 48”47 第63回 大澤 渉 (東大) 49”51

第18回 宮崎 鉄男 (東北大) 50”0 第41回 久保 友明 (東北大) 49”43 第64回 南 共哉 (東北大) 48”25

第19回 飯室 弘之 (阪大) 49”2 第42回 丹下 靖英 (名大) 48”8 第65回 中　　止

第20回 藤田 文夫 (東北大) 49”9 第43回 久保 友明 (東北大) 48”09 第66回 小西 慶治 (東大) 48”17

第21回 宮下 啓一 (阪大) 51”0 第44回 久保 友明 (東北大) 49”65 第67回 佐藤 弘樹 (阪大) 48”76

第22回 落合 俊郎 (東北大) 50”5 第45回 久保 信明 (北大) 49”43 第68回 佐藤 弘樹 (阪大) 48”18

第23回 宮下 啓一 (阪大) 50”0 第46回 久保 信明 (北大) 47”1　◎

第 1 回 山本 弘一 (京大) 2’01”03 第24回 植木 浜一 (東北大) 2’01”8 第47回 尾形 雄一郎 (北大) 1’57”40

第 2 回 山本 弘一 (京大) 2’01”8 第25回 上口 尚史 (北大) 2’01”1 第48回 尾形 雄一郎 (北大) 1’55”72

第 3 回 中村 好男 (北大) 2’06”2 第26回 上口 尚史 (北大) 1’59”3 第49回 尾形 雄一郎 (北大) 1’57”34

第 4 回 中島 義明 (北大) 2’08”7 第27回 一色 聡 (東大) 1’58”6 第50回 八木 創 (東大) 1’54”35

第 5 回 高橋 俊見 (東大) 2’06”2 第28回 羽賀 達也 (名大) 1’59”9 第51回 八木 創 (東大) 1’56”23

第 6 回 藤田 宏明 (東大) 2’04”8 第29回 一色 聡 (東大) 1’57”8 第52回 櫻井 洋介 (九大) 1’57”36

第 7 回 藤田 宏明 (東大) 2’04”0 第30回 堀内 淳一 (北大) 2’03”2 第53回 小平 圭一 (東北大) 1’55”88

第 8 回 奥山 彰宏 (東大) 1’59”8 第31回 堀内 淳一 (北大) 1’57”2 第54回 干場 圭太郎 (阪大) 1’57”84

第 9 回 池上 賢 (東大) 2’05’7 第32回 藤井 秀樹 (京大) 1’58”1 第55回 笹野 佳彦 (東北大) 1’55”94

第10回 辻 義弘 (東大) 2’02”1 第33回 毛利 博行 (京大) 1’58”4 第56回 岡本 英也 (京大) 1’56”43

第11回 西躰 嶽城 (京大) 2’02”2 第34回 高原 幸一 (京大) 1’54”59 第57回 岡本 英也 (京大) 1’54”79

第12回 桑山 庸治 (京大) 2’01”5 第35回 高原 幸一 (京大) 1’55”4 第58回 佐藤 翔士 (京大) 1’57”84

第13回 森本 正幸 (京大) 2’04”0 第36回 高原 幸一 (京大) 1’59”18 第59回 山田 佳祐 (阪大) 1’57”50

第14回 森本 正幸 (京大) 2’04”0 第37回 渡辺 力 (京大) 2’00”16 第60回 山田 佳祐 (阪大) 1’56”66

第15回 小林 駿 (九大) 2’05”4 第38回 加藤 秀郎 (阪大) 1’54”5 第61回 山田 佳祐 (阪大) 1’54”13

第16回 富山 保 (東大) 2’01”8 第39回 加藤 尚 (東北大) 1’59”4 第62回 大川 亮 (京大) 1’55”87

第17回 富山 保 (東大) 1’58”8 第40回 湯目 健一郎 (東北大) 1’57”4 第63回 櫻井 大介 (京大) 1’57”42

第18回 清原 鉄雄 (東北大) 2’01”5 第41回 宇波 耕一 (京大) 1’57”4 第64回 櫻井 大介 (京大) 1’54”38

第19回 勝村 弘也 (京大) 2’06”2 第42回 神明 達哉 (京大) 1’59”7 第65回 中　　止

第20回 勝村 弘也 (京大) 1’59”8 第43回 神明 達哉 (京大) 1’54”48 第66回 櫻井 大介 (京大) 1’54”14

第21回 勝村 弘也 (京大) 2’04”1 第44回 渡嘉敷 涼之 (阪大) 1’58”36 第67回 軽部 智 (東大) 1’53”86◎

第22回 落合 俊郎 (東北大) 2’00”7 第45回 内田 誠 (阪大) 1’56”61 第68回 川口 航汰 (東北大) 2’01”31

第23回 落合 俊郎 (東北大) 2’01”8 第46回 篠山 大明 (東大) 1’56”0

400ｍ

800ｍ



第 1 回 山本 弘一 (京大) 4’35”0 第24回 植木 浜一 (東北大) 4’10”1 第47回 村木 敏彦 (京大) 3’59”71

第 2 回 井上 隆司 (京大) 4’19”2 第25回 植木 浜一 (東北大) 4’08”6 第48回 篠山 大明 (東大) 4’00”66

第 3 回 東 広 (北大) 4’21”2 第26回 植木 浜一 (東北大) 4’05”0 第49回 新妻 拓弥 (東大) 3’58”73

第 4 回 佐藤 勇治 (北大) 4’25”6 第27回 植木 浜一 (東北大) 4’07”4 第50回 新妻 拓弥 (東大) 3’52”77

第 5 回 高橋 俊美 (東大) 4’21”0 第28回 山内 仁志 (東大) 4’06”5 第51回 新妻 拓弥 (東大) 3’57”53

第 6 回 奥山 彰宏 (東大) 4’19”8 第29回 一色 聡 (東大) 4’03”8 第52回 新木 剛史 (北大) 3’58”05

第 7 回 奥山 彰宏 (東大) 4’21”6 第30回 山内 仁志 (東大) 4’06”8 第53回 瀧川 紘 (名大) 4’06”08

第 8 回 奥山 彰宏 (東大) 4’14”0 第31回 堀内 淳一 (北大) 4’01”6 第54回 西村 好康 (京大) 3’56”38

第 9 回 池上 賢 (東大) 4’15”8 第32回 藤井 秀樹 (京大) 4’00”5 第55回 橘 明徳 (東北大) 3’52”23

第10回 西躰 嶽城 (京大) 4’09”2 第33回 千原 遠見彦 (北大) 3’56”8 第56回 中村　　 高洋 (名大) 3’55”85

第11回 西躰 嶽城 (京大) 4’12”2 第34回 毛利 博行 (京大) 4’00”9 第57回 岡本 英也 (京大) 4’00”18

第12回 西躰 嶽城 (京大) 4’08”0 第35回 沢田 和昌 (京大) 4’03”4 第58回 小山 俊之 (京大) 3’59”02

第13回 森本 正幸 (京大) 4’12”6 第36回 高原 幸一 (京大) 4’00”93 第59回 小山 俊之 (京大) 4’02”81

第14回 森本 正幸 (京大) 4’13”3 第37回 安井 章 (京大) 4’06”11 第60回 小山 俊之 (京大) 3’58”13

第15回 森本 正幸 (京大) 4’11”8 第38回 下迫田 義昭 (九大) 3’56”4 第61回 小山 俊之 (京大) 3’54”84

第16回 森本 正幸 (京大) 4’08’0 第39回 高柳 文成 (京大) 3’59”6 第62回 三上 和樹 (東北大) 4’02”97

第17回 勝村 弘也 (京大) 4’08”0 第40回 神田 潤一 (東大) 3’54”9　 第63回 横山 裕樹 (京大) 4’01”29

第18回 勝村 弘也 (京大) 4’14”4 第41回 佐藤 卓志 (北大) 3’58”6 第64回 櫻井 大介 (京大) 3’56”29

第19回 勝村 弘也 (京大) 4’08”4 第42回 佐藤 卓志 (北大) 3’57”5 第65回 中　　止

第20回 津野 洋 (京大) 4’11”1 第43回 神田 潤一 (東大) 3’58”30 第66回 足立 涼 (京大) 3’55”90

第21回 津田 正昭 (京大) 4’09”4 第44回 神田 潤一 (東大) 3’58”15 第67回 近藤 秀一 (東大) 3’52”16◎

第22回 桑原 永治 (阪大) 4’10”6 第45回 川瀬 誠 (北大) 3’59”16 第68回 酒井 洋明 (北大) 3’52”50

第23回 谷口 満 (東北大) 4’06”7 第46回 川瀬 誠 (北大) 3’58”0

第 1 回 佐藤 幸雄 (北大) 17’29”6 第24回 後藤 和正 (北大) 16’05”6 第47回 佐々 勤 (京大) 15’02”35

第 2 回 井上 隆司 (京大) 16’43”0 第25回 家村 芳次 (京大) 16’00”2 第48回 村上 俊夫 (京大) 15’15”59

第 3 回 東 広 (北大) 16’39”2 第26回 家村 芳次 (京大) 15’40”0 第49回 新妻 拓弥 (東大) 15’01”04

第 4 回 石畑 琢琅 (北大) 16’39”2 第27回 石松 克也 (九大) 15’45”8 第50回 新妻 拓弥 (東大) 14’58”02

第 5 回 石畑 琢琅 (北大) 16’52”4 第28回 川野 優治 (九大) 16’06”7 第51回 新妻 拓弥 (東大) 15’01”91

第 6 回 石畑 琢琅 (北大) 16’52”4 第29回 坂本 修一 (東大) 15”41’6 第52回 内藤 聖貴 (名大) 14’51”98

第 7 回 奥山 彰宏 (東大) 16’38”8 第30回 坂本 修一 (東大) 15’52”5 第53回 橘 明徳 (東北大) 15’05”60

第 8 回 奥山 彰宏 (東大) 16’20”4 第31回 坂本 修一 (東大) 14’58”1 第54回 橘 明徳 (東北大) 15’05”17

第 9 回 池上 賢 (東大) 16’19”0 第32回 福田 明 (東大) 15’35”4 第55回 橘 明徳 (東北大) 14’38”98

第10回 藤原 満州 (阪大) 16’02”2 第33回 第56回 中村 高洋 (名大) 15’06”90

第11回 池上 賢 (東大) 16’15”6 第34回 西中村 浩司 (九大) 15’07”2 第57回 松本 翔 (東大) 15’26”34

第12回 西躰 嶽城 (京大) 16’02”4 第35回 西中村 浩司 (九大) 15’29”0 第58回 松本 翔 (東大) 15’24”75

第13回 森本 正幸 (京大) 16’39”0 第36回 松田 誠 (京大) 15’26”98 第59回 小山 俊之 (京大) 15’19”01

第14回 京塚 光司 (東大) 16’44”8 第37回 松田 誠 (京大) 15’08”38 第60回 小山 俊之 (京大) 15’20”33

第15回 田中 潔 (東大) 16’04”2 第38回 松田 誠 (京大) 15’00”7 第61回 小山 俊之 (京大) 15’08”32

第16回 清水 秀夫 (阪大) 16’08”0 第39回 安藤 匡 (名大) 15’03”4 第62回 宮野 健司 (東大) 14’58”06

第17回 清水 秀夫 (阪大) 15’44”2 第40回 神田 潤一 (東大) 15’08”8 第63回 横山 裕樹 (京大) 15’00”01

第18回 清水 秀夫 (阪大) 16’04”2 第41回 神田 潤一 (東大) 15’10”1 第64回 平井 幹 (京大) 14’46”33

第19回 菅原 千賀雄 (東北大) 16’04”2 第42回 岡田 明広 (京大) 15’17”3 第65回 中　　止

第20回 津野 洋 (京大) 15’44”2 第43回 川瀬 誠 (北大) 15’39”89 第66回 平井 健太郎 (京大) 14’33”12◎

第21回 石井 徳雄 (九大) 16’03”0 第44回 神田 潤一 (東大) 15’10”02 第67回 柴田 裕平 (京大) 14’49”60

第22回 桑原 永治 (阪大) 16’30”2 第45回 川瀬 誠 (北大) 15’09”79 第68回 近藤 秀一 (東大) 14’43”72

第23回 後藤 和正 (北大) 16’02”2 第46回 川瀬 誠 (北大) 14’56”8

1500ｍ

5000ｍ

中　止



第 1 回 吉田 康雄 (京大) 17”4 第24回 三木 亮二 (京大) 15”4 第47回 小泉 賢滋 (東大) 14”90

第 2 回 吉田 康雄 (京大) 16”6 第25回 高瀬 信一 (北大) 15”4 第48回 河内 大輔 (京大) 15”08

第 3 回 吉田 康雄 (京大) 16”3 第26回 高瀬 信一 (北大) 15”4 第49回 中川 渉行 (東大) 14”89

第 4 回 越谷 賢二郎 (北大) 17”0 第27回 増田 剛志 (京大) 15”6 第50回 久米 祐二 (名大) 15”33

第 5 回 小川 昌三 (京大) 16”2 第28回 品田 勝 (東北大) 15”5 第51回 湧田 知昭 (阪大) 15”23

第 6 回 越谷 賢二郎 (北大) 17”0 第29回 田仲 文郎 (京大) 15”8 第52回 久米 祐二 (名大) 14”77

第 7 回 梅田 圭良 (東大) 16”2 第30回 田仲 文郎 (京大) 15”5 第53回 若山 哲志 (京大) 15”22

第 8 回 梅田 圭良 (東大) 16”0 第31回 千葉 昌彦 (東北大) 15”4 第54回 佐藤 真一郎 (京大) 14’95

第 9 回 久留 勇 (京大) 16”8 第32回 後藤 和也 (東北大) 15”5 第55回 前里 優介 (名大) 14”93

第10回 梅田 圭良 (東大) 15”6 第33回 後藤 和也 (東北大) 15”0 第56回 前里 優介 (名大) 14”94

第11回 久留 勇 (京大) 16”1 第34回 後藤 和也 (東北大) 15”20 第57回 水谷 太郎 (京大) 14”74

第12回 井上 尚男 (東大) 16”2 第35回 後藤 和也 (東北大) 15”46 第58回 宮川 寛亮 (北大) 15”05

第13回 斎藤 忠志 (北大) 16”0 第36回 道下 章 (九大) 15”36 第59回 松野下 明弘 (九大) 15”09

第14回 斎藤 忠志 (北大) 16”0 第37回 道下 章 (九大) 15”12 第60回 南 勇一郎 (阪大) 15”38

第15回 河合 洋一 (京大) 16”2 第38回 道下 章 (九大) 14”82 第61回 中尾 貴大 (名大) 14”84

第16回 杉野 信雄 (東大) 16”3 第39回 砂田 和久 (阪大) 15”23 第62回 中尾 貴大 (名大) 14”87

第17回 杉野 信雄 (東大) 16”2 第40回 丹下 靖英 (名大) 15”18 第63回 森永 侑樹 (九大) 14”73

第18回 伊藤 栄名 (東大) 16”4 第41回 桜井 亮太 (東大) 15”28 第64回 後藤 佑介 (阪大) 14”67◎

第19回 竹内 勝 (京大) 16”0 第42回 吉田 康一 (阪大) 15”7 第65回

第20回 竹内 勝 (京大) 15”2 第43回 桜井 亮太 (東大) 15”23 第66回 後藤 佑介 (阪大) 14”74

第21回 山本 政希 (京大) 16”0 第44回 近藤 隆祐 (阪大) 15”05 第67回 井上 暢起 (阪大) 14”46

第22回 折井 二郎 (北大) 16”1 第45回 平岩 雅司 (阪大) 14”97 第68回 真野 悠太郎 (名古屋大)14”34◎

第23回 三木 亮二 (京大) 15”8 第46回 田頭 健司 (阪大) 14”8

第 1 回 佐藤 幸雄 (北大) 60”5 第24回 大丸 明正 (東北大) 55”7 第47回 小泉 賢滋 (東大) 53”07

第 2 回 佐藤 幸雄 (北大) 59”3 第25回 三木 亮二 (京大) 55”2 第48回 辻 雄一郎 (名大) 54”25

第 3 回 阪上 宏 (京大) 59”2 第26回 柴田 清 (東北大) 55”8 第49回 森川 幸範 (名大) 52”06◎

第 4 回 猪原 照夫 (京大) 59”2 第27回 増田 剛志 (京大) 55”8 第50回 堀田 譲 (北大) 54”53

第 5 回 猪原 照夫 (京大) 60”1 第28回 田仲 文郎 (京大) 55”1 第51回 高岡 寛也 (京大) 54”46

第 6 回 猪原 照夫 (京大) 61”8 第29回 田仲 文郎 (京大) 54”2 第52回 加藤 真人 (名大) 53”60

第 7 回 手島 宗太郎 (東大) 59”9 第30回 田仲 文郎 (京大) 55”5 第53回 横尾 泰宜 (北大) 53”44

第 8 回 山内 昭郎 (京大) 58”5 第31回 三寺 史夫 (東北大) 55”5 第54回 水谷 太郎 (京大) 52”94

第 9 回 出口 真 (九大) 57”6 第32回 八田 秀夫 (東大) 56”0 第55回 牧 祐輝 (名大) 53”56

第10回 出口 真 (九大) 57”4 第33回 第56回 水谷 太郎 (京大) 53”46

第11回 出口 真 (九大) 56”6 第34回 三浦 得雄 (東北大) 53”51 第57回 内山 善仁 (北大) 52”32

第12回 井上 尚男 (東大) 58”2 第35回 三浦 得雄 (東北大) 53”80 第58回 宮川 寛亮 (北大) 52”85

第13回 井村 義人 (東大) 58”4 第36回 平野 雅之 (阪大) 53”55 第59回 牧 祐輝 (名大) 53”93

第14回 井村 義人 (東大) 55”2 第37回 道下 章 (九大) 52”94 第60回 村上 卓 (北大) 54”06

第15回 河内 哲 (京大) 56”4 第38回 平野 雅之 (阪大) 52”82 第61回 竹内 敦 (北大) 53”32

第16回 杉野 信雄 (東大) 56”9 第39回 佐藤 友彦 (東北大) 53”4 第62回 小間 洋和 (阪大) 53”39

第17回 阿部 良 (東北大) 56”5 第40回 佐藤 友彦 (東北大) 52”52 第63回 千葉 優人 (東北大) 53”22

第18回 藤本 恭久 (京大) 56”5 第41回 佐藤 友彦 (東北大) 53”89 千葉 優人 (東北大)

第19回 飯室 弘之 (阪大) 56”6 第42回 柴田 訓 (名大) 52”9 陰山 凌 (京大)

第20回 戸田 陽二郎 (名大) 58”0 第43回 白石 大 (京大) 53”57 第65回

第21回 戸田 陽二郎 (名大) 57”1 第44回 小泉 賢滋 (東大) 53”73 第66回 宮原 弘季 (東大) 52”20

第22回 大丸 明正 (東北大) 56”3 第45回 鶴田 紀章 (名大) 54”40 第67回 真野 悠太郎 (名大) 52”41

第23回 大丸 明正 (東北大) 56”8 第46回 小泉 賢滋 (東大) 52”1 第68回 真野 悠太郎 (名大) 50”74◎

第64回 53”41

110ｍH

400ｍH

中　　止

中　止

中　　止



第29回 坂本 修一 (東大) 9’35”4 第42回 山越 言 (京大) 9’33”4 第55回 藤田 浩史 (阪大) 9’29”55

第30回 坂本 修一 (東大) 9’32”6 第43回 岡田 明広 (京大) 9’20”50 第56回 下瀬 幸男 (九大) 9’19”9

第31回 坂本 修一 (東大) 9’34”7 第44回 田畑 貴史 (阪大) 9’27”45 第57回 下瀬 幸男 (九大) 9’16”56

第32回 渡辺 典之 (東大) 9’50”6 第45回 井上 典久 (東北大) 9’13”36 第58回 石原 宏尚 (東大) 9’22”89

第33回 福田 明 (東大) 9’18”1 第46回 川瀬 誠 (北大) 9’10”6 第59回 近藤 学宏 (京大) 9’23”14

第34回 清水 明 (東大) 9’13”5 第47回 半村 哲 (東大) 9’01”27◎ 第60回 山根 裕樹 (阪大) 9’30”94

第35回 西中村 浩司 (九大) 9’29”12 第48回 新妻 拓弥 (東大) 9’33”60 第61回 山根 裕樹 (阪大) 9’21”59

第36回 松田 誠 (京大) 9’20”85 第49回 新妻 拓弥 (東大) 9’23”77 第62回 深渡 慎一郎 (東北大) 9’17”08

第37回 松田 誠 (京大) 9’20”99 第50回 新妻 拓弥 (東大) 9’18”86 第63回 深渡 慎一郎 (東北大) 9’28”50

第38回 松田 誠 (京大) 9’21”7 第51回 新妻 拓弥 (東大) 9’27”61 第64回 尾崎 洋輔 (北大) 9’25”00

第39回 松浦 健 (京大) 9’24”9 第52回 内藤 聖貴 (名大) 9’09”65 第65回

第40回 武藤 豊茂 (阪大) 9’12”4 第53回 八木 悠太 (東北大) 9’25”74 第66回 岡本 和晃 (京大) 9’32”57

第41回 山越 言 (京大) 9’25”6 第54回 佐藤 章徳 (京大) 9’14”77 第67回 福島 洋佑 (東大) 9’18”15

第68回 樫山　 直生 (阪大) 9”21’01

第66回 山西 利和 (京大) 20’48”78 第67回 山西 利和 (京大) 19’52”17◎ 第68回 山西 利和 (京大) 20’20”05

第 1 回 45”2 第24回 43”8 第47回 41”59

第 2 回 46”1 第25回 42”9 第48回 42”05

第 3 回 44” 第26回 42”9 第49回 41”42

第 4 回 45”4 第27回 42”9 第50回 41”16

第 5 回 45”0 第28回 42”1 第51回 41”83

第 6 回 45”6 第29回 42”8 第52回 41”93

第 7 回 44”7 第30回 43”5 第53回 42”02

第 8 回 44”1 第31回 42”9 第54回 41”95

第 9 回 45”5 第32回 42”5 第55回 41”93

第10回 43”8 第33回 42”6 第56回 41”57

第11回 44”1 第34回 42”54 第57回 42”23

第12回 44”3 第35回 42”28 第58回 41”58

第13回 45”9 第36回 42”74 第59回 41”28

第14回 44”4 第37回 42”49 第60回 41”73

第15回 44”3 第38回 42”10 第61回 41”78

第16回 43”7 第39回 41”9 第62回 42”34

第17回 43”2 第40回 41”37 第63回 41”63

第18回 43”0 第41回 41”71 第64回 41”34

第19回 43”3 第42回 42”1 第65回

第20回 43”5 第43回 41”69 第66回 40”85◎

第21回 43”3 第44回 41”78 第67回 41”23

第22回 43”7 第45回 41”60 第68回 40”74◎

第23回 43”7 第46回 41”2　

京都大学

京都大学

京都大学

京都大学

名古屋大学

名古屋大学

京都大学

東北大学

京都大学

京都大学

大阪大学

中　　止

中　　止

名古屋大学

大阪大学

京都大学

東京大学

京都大学

東北大学

京都大学

京都大学

大阪大学

大阪大学

大阪大学

京都大学

京都大学

九州大学

九州大学

京都大学

京都大学

北海道大学

名古屋大学

東京大学

名古屋大学

名古屋大学

東京大学

北海道大学

大阪大学

北海道大学

名古屋大学

東京大学

東京大学

東京大学

北海道大学

東京大学

京都大学

東京大学

京都大学

京都大学

京都大学

大阪大学

京都大学

大阪大学

東京大学

東京大学

東京大学

大阪大学

東京大学

東京大学

九州大学

東京大学

東京大学

京都大学

京都大学

東京大学

京都大学

3000ｍSC

5000mW

九州大学

京都大学

京都大学

4×100ｍR



第 1 回 3’36”8 第24回 3’29”3 第47回 3’16”71

第 2 回 3’43”0 第25回 3’26”6 第48回 3’19”85

第 3 回 3’35”2 第26回 3’26”1 第49回 3’19”48

第 4 回 3’41”4 第27回 3’26”2 第50回 3’20”03

第 5 回 3’37”4 第28回 3’26”5 第51回 3’19”51

第 6 回 3’36”2 第29回 3’23”4 第52回 3’18”86

第 7 回 3’36”2 第30回 3’26”8 第53回 3’17”05

第 8 回 3’28”5 第31回 3’25”5 第54回 3’20”69

第 9 回 3’33”7 第32回 3’23”4 第55回 3’17”44

第10回 3’32”2 第33回 第56回 3’18”04

第11回 3’32”8 第34回 3’21”3 第57回 3’17”48

第12回 3’32”2 第35回 3’20”4 第58回 3’20”12

第13回 3’33”4 第36回 3’23”24 第59回 3’18”57

第14回 3’29”7 第37回 3’20”15 第60回 3’21”50

第15回 3’29”5 第38回 3’17”2 第61回 3’18”93

第16回 3’25”7 第39回 3’18”8 第62回 3’19”70

第17回 3’27”0 第40回 3’17”7 第63回 3’21”11

第18回 3’27”2 第41回 3’17”53 第64回 3’17”79

第19回 3’29”1 第42回 3’18”2 第65回

第20回 3’28”4 第43回 3’18”51 第66回 3’16”20

第21回 3’29”6 第44回 3’18”51 第67回 3’15”85◎

第22回 3’29”1 第45回 3’20”41 第68回 3’14”61◎

第23回 3’28”4 第46回 3’17”7

第 1 回 桜井 元 (京大) 1ｍ65 第24回 大谷 一夫 (東大) 1ｍ90 第47回 河内 大輔 (京大) 1ｍ99

第 2 回 児玉 (阪大) 1ｍ70 第25回 高橋 信一 (北大) 1ｍ96 第48回 大池 慎治 (名大) 1ｍ96

第 3 回 高橋 助次 (京大) 1ｍ75 第26回 大谷 一夫 (東大) 1ｍ93 第49回 大池 慎治 (名大) 1ｍ99

第 4 回 大西 嘉郎 (京大) 1ｍ76 第27回 大平 和由 (東大) 1ｍ92 第50回 青木 孝 (東大) 2ｍ02

第 5 回 三島 健三郎 (東大) 1ｍ65 第28回 遠藤 久則 (東北大) 1ｍ91 第51回 青木 孝 (東大) 1ｍ99

第 6 回 矢内 純吉 (阪大) 1ｍ65 第29回 遠藤 久則 (東北大) 1ｍ91 第52回 眞鍋 周平 (阪大) 2ｍ08

第 7 回 草場 昭 (九大) 1ｍ75 第30回 遠藤 久則 (東北大) 1ｍ97 第53回 眞鍋 周平 (阪大) 2ｍ21◎

第 8 回 草場 昭 (九大) 1ｍ78 第31回 尾崎 徹 (東大) 1ｍ91 第54回 眞鍋 周平 (阪大) 2ｍ10

第 9 回 広原 盛明 (京大) 1ｍ70 第32回 河合 正純 (京大) 1ｍ94 第55回 眞鍋 周平 (阪大) 2ｍ18

第10回 広原 盛明 (京大) 1ｍ88 第33回 第56回 西川 漠 (東北大) 2ｍ01

第11回 広原 盛明 (京大) 1ｍ71 第34回 稲田 徹 (京大) 2ｍ04 第57回 真鍋 享平 (阪大) 2ｍ00

第12回 佐藤 健爾 (東大) 1ｍ75 第35回 古賀 千晃 (京大) 2ｍ04 第58回 竹内 将人 (北大) 1ｍ94

第13回 佐藤 健爾 (東大) 1ｍ76 第36回 西川 徹 (阪大) 2ｍ01 第59回 滝川 憲 (阪大) 1ｍ95

第14回 石川 嘉夫 (東北大) 1ｍ82 第37回 彦坂 幸毅 (東北大) 2ｍ01 第60回 竹内 将人 (北大) 1ｍ95

第15回 川尻 和広 (京大) 1ｍ73 第38回 彦坂 幸毅 (東北大) 2ｍ04 第61回 滝川 憲 (阪大) 1ｍ95

第16回 横堀 紀男 (東大) 1ｍ79 第39回 彦坂 幸毅 (東北大) 2ｍ07 第62回 滝川 憲 (阪大) 2ｍ10

第17回 石川 嘉夫 (東北大) 1ｍ79 第40回 彦坂 幸毅 (東北大) 2ｍ07 第63回 山田 健太郎 (東北大) 1ｍ98

第18回 高野 泰 (東大) 1ｍ76 第41回 長谷川 宏 (東北大) 2ｍ02 第64回 山田 健太郎 (東北大) 1ｍ99

第19回 高野 泰 (東大) 1ｍ79 第42回 右田 拓也 (北大) 1ｍ95 第65回

第20回 前田 政男 (東大) 1ｍ82 第43回 右田 拓也 (北大) 2ｍ04 第66回 福永 大輔 (東大) 1ｍ96

第21回 古川 友紀 (九大) 1ｍ79 第44回 右田 拓也 (北大) 1ｍ93 第67回 福永 大輔 (東大) 2ｍ12

第22回 伊藤 隆茂 (東北大) 1ｍ82 第45回 瀬村 隆三 (阪大) 1ｍ96 第68回 羽田 充宏 (阪大) 2m04

第23回 佐藤 敏美 (東北大) 1ｍ79 第46回 河内 大輔 (京大) 1ｍ99

名古屋大学

京都大学

北海道大学

東北大学

東京大学

東京大学

東京大学

名古屋大学

東北大学

京都大学

名古屋大学

大阪大学

北海道大学

東北大学

京都大学

東京大学

名古屋大学

京都大学

京都大学

東京大学

京都大学

東京大学

東北大学

京都大学

東京大学

九州大学

東京大学

東京大学

京都大学

東北大学

東北大学

大阪大学

東京大学

大阪大学

大阪大学

九州大学

京都大学

　中　止

東北大学

京都大学

京都大学

九州大学

東北大学

東北大学

名古屋大学

京都大学

京都大学

大阪大学

京都大学

大阪大学

東北大学

九州大学

東北大学

名古屋大学

北海道大学

京都大学

北海道大学

4×400ｍR

走高跳

中　止

中　　止

大阪大学

京都大学

東北大学

東京大学

名古屋大学

中　　止

名古屋大学

北海道大学

東京大学

九州大学

名古屋大学



第 1 回 福田 治彦 (京大) 3m51 第23回 三笠 健次 (九大) 3m80 第46回 府川 仁彦 (名大) 4m70

第 2 回 田渕 恵三 (京大) 3m40 第24回 石川 隆昭 (東大) 4m21 第47回 府川 仁彦 (名大) 4m70

第 3 回 田渕 恵三 (京大) 3m40 第25回 石原 徹 (東大) 4m00 第48回 中野 繁 (名大) 4m20

第 4 回 南光 宣和 (京大) 3m30 第26回 石原 徹 (東大) 4m00 第49回 半田 知巳 (京大) 4m20

第 5 回 南光 宣和 (京大) 3m55 第27回 石原 徹 (東大) 4m30 第50回 川添 雄太 (東大) 4m50

第 6 回 南光 宣和 (京大) 3m60 第28回 和田 良一 (東北大) 4m10 第51回 川添 雄太 (東大) 4m60

第 7 回 飯沼 寛 (京大) 3m00 第29回 松元 悟 (北大) 4m00 第52回 川添 雄太 (東大) 5m00

第 8 回 諌山 守 (京大) 3m10 第30回 高橋 裕一郎 (東大) 4m00 第53回 川添 雄太 (東大) 4m80

飯沼 寛 (京大) 第31回 武智 久典 (東大) 4m00 第54回 細川 尊史 (阪大) 5m03◎

村 一憲 (京大) 第32回 浅野 浩二 (東大) 4m00 第55回 細川 尊史 (阪大) 4m50

第10回 飯沼 寛 (京大) 3m30 第33回 浅野 浩二 (東大) 4m00 第56回 大谷 真人 (東大) 3m90

第11回 鎌田 勝夫 (東北大) 3m35 第34回 妹尾 賢二 (九大) 4m00 第57回 白井 孝明 (東北大) 4m40

第12回 鎌田 勝夫 (東北大) 3m30 第35回 妹尾 賢二 (九大) 4m00 第58回 松尾 頼憲 (名大) 4m40

第13回 鎌田 勝夫 (東北大) 3m40 第36回 桜田 勝彦 (阪大) 4m55 第59回 白井 孝明 (東北大) 4m50

第14回 石沢 誠司 (京大) 3m70 第37回 桜田 勝彦 (阪大) 4m00 第60回 高橋 理寛 (東北大) 4m50

第15回 石沢 誠司 (京大) 3m80 第38回 斎藤 茂 (東北大) 4m60 第61回 高橋 遼 (阪大) 4m40

第16回 石沢 誠司 (京大) 4m10 第39回 加藤 直紀 (阪大) 4m00 第62回 高橋 理寛 (東北大) 4m50

第17回 飯田 秀春 (京大) 4m00 第40回 土屋 順久 (名大) 4m30 第63回 高橋 理寛 (東北大) 4m50

第18回 新見 育文 (名大) 3m80 第41回 保科 長史 (北大) 4m20 第64回 若原 拓也 (北大) 4m70

第19回 石川 嘉夫 (東北大) 3m90 第42回 川田 恒 (北大) 4m20 第65回

第20回 山下 彰夫 (京大) 4m00 第43回 塩井 剛 (名大) 4m50 第66回 高橋 拓実 (東北大) 4m90

第21回 三笠 健次 (九大) 3m80 第44回 川田 恒 (北大) 4m40 第67回 三宅 功朔 (東大) 4m90

第22回 三笠 健次 (九大) 3m90 第45回 塩井 剛 (名大) 4m50 第68回 三宅 功朔 (東大) 4m80

第 1 回 麻生 孝 (九大) 6m71 第24回 高瀬 信一 (北大) 7m36 第47回 平岩 雅司 (阪大) 7m22

第 2 回 杉山 泰夫 (東大) 6m91 第25回 高瀬 信一 (北大) 7m53 第48回 中村 貴之 (阪大) 7m38

第 3 回 片山 隆敏 (北大) 6m64 第26回 高瀬 信一 (北大) 7m32 第49回 半田 知巳 (京大) 7m08

第 4 回 浅村 裕 (京大) 6m30 第27回 高瀬 信一 (北大) 7m36 第50回 瀬戸 亮介 (名大) 7m43

第 5 回 杉山 泰夫 (東大) 6m47 第28回 中谷 敬二 (東大) 6m97 第51回 安積 高靖 (阪大) 7m33

第 6 回 諫山 守 (京大) 6m69 第29回 中谷 敬二 (東大) 7m37 第52回 安積 高靖 (阪大) 7m16

第 7 回 井上 通敏 (阪大) 6m69 第30回 室城 信之 (東大) 6m97 第53回 安積 高靖 (阪大) 7m16

第 8 回 井上 通敏 (阪大) 6m63 第31回 遠藤 茂 (京大) 7m25 第54回 藤田 靖浩 (東大) 7m46

第 9 回 梅田 圭良 (東大) 6m38 第32回 遠藤 茂 (京大) 7m17 第55回 藤田 靖浩 (東大) 7m00

第10回 梅田 圭良 (東大) 6m73 第33回 遠藤 茂 (京大) 6m91 第56回 杉本 昌大 (京大) 7m07

第11回 小浜 重敏 (東北大) 6m49 第34回 岡 雅臣 (九大) 7m04 第57回 竹内 昌男 (東大) 7m37

第12回 浜田 素司 (東大) 6m98 第35回 野瀬 昇 (名大) 7m08 第58回 熊代 哲也 (名大) 7m17

第13回 浜田 素司 (東大) 6m64 第36回 古沢 博之 (東北大) 6m80 第59回 藤澤 鐘吾 (東北大) 7m15

第14回 芦田 昭充 (京大) 6m94 第37回 月山 敦詞 (京大) 7m23 第60回 花谷 昂 (阪大) 7m41

第15回 芦田 昭充 (京大) 6m75 第38回 月山 敦詞 (京大) 7m35 第61回 西村 優汰 (京大) 7m45

第16回 芦田 昭充 (京大) 6m75 第39回 月山 敦詞 (京大) 7m26 第62回 西村 優汰 (京大) 7m37

第17回 石川 嘉夫 (東北大) 6m83 第40回 月山 敦詞 (京大) 7m57(追い参) 第63回 西村 優汰 (京大) 7m65

第18回 荒木 聡 (名大) 6m79 第41回 椿 幸太 (東大) 7m30 第64回 西村 優汰 (京大) 7m36

第19回 竹内 勝 (京大) 6m77 第42回 椿 幸太 (東大) 7m45 第65回

第20回 竹内 勝 (京大) 7m02 第43回 石田 和也 (名大) 7m30 第66回 渡辺 祥 (阪大) 7m60(追い参)

第21回 古川 友紀 (九大) 7m02 第44回 石田 和也 (名大) 7m47 第67回 西村 智宏 (東大) 7m62◎

第22回 赤尾 和雄 (名大) 6m86 第45回 石田 和也 (名大) 7m36 第68回 中谷 豪汰 (阪大) 7m41

第23回 橋本 光人 (東大) 6m78 第46回 田頭 健司 (阪大) 7m44

中　　止

2m90第 9 回

棒高跳

走幅跳

中　　止



第 1 回 麻生 孝 (九大) 13m95 第24回 橋本 光人 (東大) 15m02 第47回 平岩 雅司 (阪大) 15m12

第 2 回 井上 誠夫 (東大) 13m45 第25回 橋本 光人 (東大) 15m41 第48回 河内 大輔 (京大) 14m93

第 3 回 桜井 元 (京大) 14m01 第26回 橋本 光人 (東大) 15m19 第49回 河内 大輔 (京大) 14m91

第 4 回 井上 誠夫 (九大) 13m48 第27回 前田 俊之 (東大) 14m54 第50回 近藤 旭 (名大) 14m97

第 5 回 井上 誠夫 (九大) 12m44 第28回 市川 隆文 (名大) 14m45 第51回 近藤 旭 (名大) 14m85

第 6 回 南光 宣和 (京大) 12m73 第29回 中谷 敬二 (東大) 14m75 第52回 藤田 靖浩 (東大) 14m66

第 7 回 草場 昭 (九大) 13m82 第30回 室城 信之 (東大) 15m09 第53回 福山 大典 (京大) 14m80

第 8 回 山本 担 (九大) 13m77 第31回 室城 信之 (東大) 14m60 第54回 福山 大典 (京大) 15m38

第 9 回 早野 和成 (名大) 13m18 第32回 遠藤 茂 (京大) 14m72 第55回 福山 大典 (京大) 14m63

第10回 広原 盛明 (京大) 13m75 第33回 第56回 垣畑 陽 (京大) 15m09

第11回 出口 優 (九大) 13m51 第34回 山崎 博司 (名大) 14m43 第57回 武安 光太郎 (東大) 14m74

第12回 佐藤 健爾 (東大) 14m02 第35回 山崎 博司 (名大) 14m98 第58回 武安 光太郎 (東大) 14m63

第13回 藤原 忠義 (京大) 13m69 第36回 榎戸 純 (北大) 14m02 第59回 花谷 昂 (阪大) 14m99

第14回 芦田 昭充 (京大) 14m13 第37回 月山 敦詞 (京大) 14m35 第60回 花谷 昂 (阪大) 15m35

第15回 石川 嘉夫 (東北) 13m92 第38回 月山 敦詞 (京大) 15m22 第61回 村井 伸行 (阪大) 15m09

第16回 芦田 昭充 (京大) 14m47 第39回 月山 敦詞 (京大) 14m70 第62回 勢力 薫 (阪大) 15m07

第17回 芦田 昭充 (京大) 14m22 第40回 月山 敦詞 (京大) 15m41 第63回 中野 翔 (阪大) 14m89

第18回 伊藤 文昭 (東大) 14m16 第41回 森 朋彦 (東大) 15m07 第64回 西村 優汰 (京大) 15m04

第19回 高野 泰 (東大) 14m44 第42回 椿 幸太 (東大) 14m62 第65回

第20回 久保 壮五郎 (九大) 14m55 第43回 平岩 雅司 (阪大) 14m83 第66回 渡辺 祥 (阪大) 15m23

第21回 古川 友紀 (九大) 14m55 第44回 平岩 雅司 (阪大) 15m47◎ 第67回 藤 悠里 (九大) 14m86

第22回 佐々木 忠恭 (東大) 14m46 第45回 塚本 敦亮 (京大) 15m40 第68回 中谷 豪汰 (阪大) 14m83

第23回 橋本 光人 (東大) 14m76 第46回 平岩 雅司 (阪大) 15m41

第 1 回 安井 友博 (北大) 10m92 第24回 毛利 徳成 (北大) 11m60 第47回 長谷川 達也 (東大) 12m06

第 2 回 常本 勇 (北大) 10m33 第25回 五十嵐 敏 (北大) 12m16 第48回 長谷川 達也 (東大) 12m67

第 3 回 石塚 義孝 (北大) 11m04 第26回 二村 等 (北大) 12m65 第49回 長谷川 達也 (東大) 12m58

第 4 回 石塚 義孝 (北大) 10m62 第27回 二村 等 (北大) 12m27 第50回 中村 友昭 (名大) 12m06

第 5 回 加藤 博雄 (名大) 11m17 第28回 山本 利徳 (東大) 11m72 第51回 中村 友昭 (名大) 13m79

第 6 回 加藤 博雄 (名大) 11m34 第29回 山本 利徳 (東大) 11m39 第52回 尾杉 友浩 (阪大) 14m00

第 7 回 加藤 博雄 (名大) 11m59 第30回 北村 公亮 (京大) 11m89 第53回 中村 友昭 (名大) 14m07

第 8 回 加藤 博雄 (名大) 12m09 第31回 伊豆 好弘 (京大) 12m78 第54回 上田 泰弘 (九大) 13m65

第 9 回 富山 恒 (東大) 11m22 第32回 内田 啓介 (東大) 13m74 第55回 上田 雄義 (阪大) 12m81

第10回 金原 信隆 (京大) 11m98 第33回 照井 克生 (東大) 12m06 第56回 上田 泰弘 (九大) 13m63

第11回 富山 恒 (東大) 11m95 第34回 照井 克生 (東大) 12m29 第57回 森川 陽介 (京大) 12m28

第12回 金原 信隆 (京大) 12m22 第35回 照井 克生 (東大) 12m99 第58回 今泉 卓真 (東北大) 12m30

第13回 山田 大邦 (北大) 11m02 第36回 照井 克生 (東大) 12m71 第59回 今泉 卓真 (東北大) 12m25

第14回 山田 大邦 (北大) 11m39 第37回 照井 克生 (東大) 13m51 第60回 今泉 卓真 (東北大) 12m85

第15回 大麻 南 (京大) 11m98 第38回 照井 克生 (東大) 12m60 第61回 柳澤 邦彦 (東北大) 12m11

第16回 大麻 南 (京大) 12m33 第39回 宮野 知生 (東北) 12m81 第62回 柳澤 邦彦 (東北大) 12m40

第17回 小野 温 (北大) 12m35 第40回 菅野 均志 (東北) 12m55 第63回 柳澤 邦彦 (東北大) 14m09◎

第18回 横坂 敏彦 (東大) 12m58 第41回 田中 伸樹 (九大) 11m92 第64回 宮野 涼至 (東大) 11m61

第19回 弘中 隆夫 (京大) 12m12 第42回 長谷川 淳也 (京大) 11m89 第65回

第20回 斎藤 和敏 (北大) 11m61 第43回 谷 真介 (北大) 13m10 第66回 楠 哲也 (東北大) 12m45

第21回 匹田 正章 (阪大) 12m13 第44回 谷 真介 (北大) 11m71 第67回 楠 哲也 (東北大) 12m77

第22回 匹田 正章 (阪大) 12m58 第45回 谷 真介 (北大) 11m81 第68回 楠 哲也 (東北大) 13m47

第23回 竹田 博文 (阪大) 12m28 第46回 渡部 鉄兵 (北大) 12m44

中　　止

中　止

中　　止

三段跳

砲丸投



第 1 回 安井 友博 (北大) 30m41 第24回 藤原 正史 (名大) 34m10 第47回 久保 充司 (阪大) 36m18

第 2 回 常本 勇 (北大) 34m35 第25回 藤原 正史 (名大) 34m46 第48回 久保 充司 (阪大) 37m76

第 3 回 渡辺 隆 (北大) 32m45 第26回 山本 利徳 (東大) 34m18 第49回 吉川 雄郎 (東北大) 37m41

第 4 回 渡辺 隆 (北大) 35m65 第27回 山本 利徳 (東大) 36m14 第50回 出口 雅俊 (東大) 37m20

第 5 回 渡辺 隆 (北大) 35m67 第28回 山本 利徳 (東大) 38m12 第51回 中村 友昭 (名大) 39m23

第 6 回 渡辺 隆 (北大) 36m86 第29回 山本 利徳 (東大) 37m22 第52回 出口 雅俊 (東大) 38m31

第 7 回 橋本 雅明 (北大) 33m83 第30回 田上 友紀 (東大) 38m36 第53回 出口 雅俊 (東大) 38m05

第 8 回 加藤 博雄 (東大) 33m69 第31回 伊豆 好弘 (京大) 38m28 第54回 尾杉 知浩 (阪大) 36m92

第 9 回 富山 恒 (東大) 32m52 第32回 田村 多佳志 (京大) 36m06 第55回 上田 雄義 (阪大) 36m31

第10回 金原 信隆 (京大) 34m37 第33回 田村 多佳志 (京大) 37m66 第56回 飛田 雄一 (東北大) 37m20

第11回 富山 恒 (東大) 34m25 第34回 照井 克生 (東大) 36m20 第57回 合田 隆彦 (東大) 38m55

第12回 浜田 睦広 (九大) 34m06 第35回 照井 克生 (東大) 38m48 第58回 今泉 卓真 (東北大) 38m45

第13回 浜田 睦広 (九大) 35m03 第36回 照井 克生 (東大) 38m62 第59回 今泉 卓真 (東北大) 35m96

第14回 浜田 睦広 (九大) 37m42 第37回 照井 克生 (東大) 41m60 第60回 柳澤 邦彦 (東北大) 44m48

第15回 三浦 亮三郎 (北大) 36m36 第38回 照井 克生 (東大) 38m78 第61回 柳澤 邦彦 (東北大) 40m40

第16回 三浦 亮三郎 (北大) 36m85 第39回 依馬 正 (京大) 39m16 第62回 柳澤 邦彦 (東北大) 44m14

第17回 横坂 敏彦 (東大) 35m84 第40回 田中 伸樹 (九大) 37m16 第63回 柳澤 邦彦 (東北大) 47m17◎

第18回 弘中 隆夫 (京大) 36m70 第41回 田中 伸樹 (九大) 38m74 第64回 中澤 密 (阪大) 40m13

第19回 山田 大隆 (北大) 37m98 第42回 長谷川 淳也 (京大) 36m50 第65回

第20回 前川 道夫 (名大) 36m28 第43回 長谷川 淳也 (京大) 37m04 第66回 楠 哲也 (東北大) 37m83

第21回 相良 誠 (東大) 37m90 第44回 三品 誠邦 (北大) 32m90 第67回 楠 哲也 (東北大) 39m58

第22回 国枝 秀世 (名大) 36m96 第45回 桜井 亮太 (阪大) 34m88 第68回 楠 哲也 (東北大) 42m61

第23回 国枝 秀世 (名大) 37m54 第46回 久保 充司 (阪大) 36m92

第 1 回 安井 友博 (北大) 38m88 第24回 毛利 徳成 (北大) 42m94 第47回 葛西 洋介 (東北大) 48m86

第 2 回 三宅 芳弘 (京大) 28m90 第25回 小林 和彦 (東北大) 42m40 第48回 葛西 洋介 (東北大) 47m06

第 3 回 渡辺 隆 (北大) 38m82 第26回 小林 和彦 (東北大) 40m70 第49回 葛西 洋介 (東北大) 50m23

第 4 回 渡辺 隆 (北大) 38m00 第27回 宇野 哲夫 (東北大) 42m90 第50回 吉川 雄朗 (東北大) 46m54

第 5 回 渡辺 隆 (北大) 33m65 第28回 宇野 哲夫 (東北大) 42m26 第51回 吉川 雄朗 (東北大) 48m45

第 6 回 渡辺 隆 (北大) 37m70 第29回 竹島 弘隆 (阪大) 38m88 第52回 吉川 雄朗 (東北大) 50m65

第 7 回 橋本 雅明 (東大) 33m83 第30回 毛利 晃 (阪大) 38m84 第53回 南川 一夫 (東北大) 44m55

第 8 回 佐藤 (京大) 31m51 第31回 細谷 宏昭 (東北大) 40m30 第54回 小笠原 義之 (東大) 40m54

第 9 回 加藤 一民 (東北大) 35m48 第32回 内田 啓介 (東大) 41m78 第55回 山村　 彰紀 (名大) 43m38

第10回 浜田 睦広 (九大) 39m16 第33回 内田 啓介 (東大) 41m14 第56回 田中 聡一 (京大) 47m25

第11回 加藤 一民 (東北大) 37m46 第34回 宮嵜 英二 (九大) 43m46 第57回 田中 聡一 (京大) 43m60

第12回 富山 恒 (東大) 38m20 第35回 西畑 泰博 (九大) 49m88 第58回 今泉 卓真 (東北大) 46m38

第13回 浜田 睦広 (九大) 38m13 第36回 西畑 泰博 (九大) 49m64 第59回 今泉 卓真 (東北大) 45m40

第14回 三浦 亮三郎 (北大) 46m21 第37回 西畑 泰博 (九大) 48m26 第60回 今泉 卓真 (東北大) 52m35

第15回 三浦 亮三郎 (北大) 48m95 第38回 依馬 正 (京大) 45m98 第61回 池田 雄紀 (阪大) 45m50

第16回 三浦 亮三郎 (北大) 54m66 第39回 依馬 正 (京大) 45m58 第62回 武藤 将大 (阪大) 42m33

第17回 三浦 亮三郎 (北大) 56m60◎ 第40回 中島 秀文 (阪大) 44m10 第63回 武藤 将大 (阪大) 48m37

第18回 小野 温 (北大) 43m22 第41回 中島 秀文 (阪大) 44m56 第64回 崎 勘太郎 (阪大) 41m70

第19回 弘中 隆夫 (京大) 41m88 第42回 福島 敬司 (東大) 42m82 第65回

第20回 斉藤 和敏 (北大) 41m69 第43回 榎本 茂樹 (東北大) 45m44 第66回 若園 直樹 (京大) 43m64

第21回 国枝 秀世 (名大) 45m32 第44回 榎本 茂樹 (東北大) 48m90 第67回 若園 直樹 (京大) 44m67

第22回 国枝 秀世 (名大) 46m26 第45回 大竹 英次 (名大) 45m20 第68回 浅野 智司 (京大) 43m96

第23回 国枝 秀世 (名大) 44m72 第46回 葛西 洋介 (東北大) 46m42

中　　止

中　　止

円盤投

ハンマー投



第 1 回 岩田 (京大) 43m53 第24回 須田 康裕 (阪大) 53m36 第47回 高井 裕之 (北大) 56m36

第 2 回 吉原 美佐夫 (東北大) 45m87 第25回 五十嵐 敏 (北大) 58m02 第48回 福島 雄司 (東北大) 62m16

第 3 回 南光 宣和 (京大) 49m12 第26回 増田 耕一良 (京大) 58m48 第49回 長谷川 達也 (東大) 62m41

第 4 回 南光 宣和 (京大) 46m36 第27回 山本 利徳 (東大) 57m92 第50回 山田 千尋 (東大) 57m60

第 5 回 南光 宣和 (京大) 51m04 第28回 山本 利徳 (東大) 60m92 第51回 永久保 太士 (阪大) 59m21

第 6 回 橋本 雅明 (東大) 47m33 第29回 伊豆 好弘 (京大) 64m06 第52回 岡田 政彦 (北大) 59m63

第 7 回 佐藤 (京大) 49m31 第30回 伊豆 好弘 (京大) 62m86 第53回　 堤 哲生 (京大) 57m49

第 8 回 木平 勇吉 (京大) 52m91 第31回 伊豆 好弘 (京大) 57m54 第54回 下田 広己 (九大) 57m97

第 9 回 木平 勇吉 (京大) 51m99 第32回 長谷川 一郎 (名大) 53m78 第55回 上田 雄義 (阪大) 59m08

第10回 木平 勇吉 (京大) 58m13 第33回 石田 将人 (阪大) 61m66 第56回 上田 雄義 (阪大) 59m47

第11回 富山 恒 (東大) 51m73 第34回 広田 匡之 (北大) 60m22 第57回 上田 雄義 (阪大) 59m50

第12回 石田 勝則 (京大) 50m21 第35回 広田 匡之 (北大) 59m36 第58回 谷 彰一郎 (東大) 62m08

第13回 土谷 喬 (東大) 54m42 第36回 萩野 真吾 (阪大) 61m68 第59回 杉本 和志 (東北大) 63m06

第14回 土谷 喬 (東大) 55m74 第37回 萩野 真吾 (阪大) 61m82 第60回 橋田 金重 (北大) 62m34

第15回 土谷 喬 (東大) 56m13 第38回 萩野 真吾 (阪大) 60m06 第61回 杉本 和志 (東北大) 64m72

第16回 土谷 喬 (東大) 57m88 第39回 萩野 真吾 (阪大) 59m24 第62回 杉本 和志 (東北大) 65m85

第17回 大崎 勝通 (京大) 56m98 第40回 井指 康裕 (北大) 58m56 第63回 神田 直仁 (阪大) 60m89

第18回 山本 克博 (北大) 59m52 第41回 片岡 伸一郎 (京大) 59m18 第64回 中澤 密 (阪大) 67m77◎

第19回 斎藤 和敏 (北大) 70m52 第42回 只佐 一也 (東大) 59m06 第65回

第20回 斎藤 和敏 (北大) 64m98 第43回 只佐 一也 (東大) 60m50 第66回 神田 直仁 (阪大) 65m26

第21回 斎藤 和敏 (北大) 66m40 第44回 伊藤 亮治 (東大) 60m48 第67回 神田 直仁 (阪大) 67m16

第22回 斎藤 和敏 (北大) 64m30 第45回 伊藤 亮治 (東大) 62m70 第68回 西田 亮也 (名大) 62m09

第23回 堀内 文隆 (東大) 54m46 第46回 伊藤 亮治 (東大) 58m84

第 1 回 遠藤 文子 (北大) 12”90 第10回 西田 梨恵 (九大) 13”15 第19回 沼田 亜侑美 (北大) 12”71

第 2 回 遠藤 文子 (北大) 12”6 第11回 土田 純子 (北大) 13”09 第20回 沼田 亜侑美 (北大) 12”85

第 3 回 西尾 まゆ (阪大) 12”69 第12回 帰山 祐佳 (東大) 12”84 第21回 澤村 真由子 (阪大) 12”77

第 4 回 小幡 幸恵 (北大) 13”02 第13回 帰山 祐佳 (東大) 12”81 第22回 成瀬 葉香 (名大) 12”68

第 5 回 沼尾 美保 (北大) 13”07 第14回 塩入 敦子 (東大) 13”06 第23回 中山 なつみ (東北大) 12”66

第 6 回 沼尾 美保 (北大) 12”9 第15回 塩入 敦子 (東大) 12”91 第24回 釜谷 美翔子 (京大) 12”68

第 7 回 清水 万里 (北大) 13”16 第16回 中村 ちひろ (東北大) 12”53 第25回

第 8 回 清水 万里 (北大) 12”80 第17回 安田 理香 (名大) 12”39 第26回 安藤 江里 (九大) 12”70

第 9 回 西田 梨恵 (九大) 12”87 第18回 安田 理香 (名大) 12”35◎ 第27回 佐貫 有彩 (東北大) 12”59

第28回 佐貫 有彩 (東北大) 12”30◎

第 1 回 遠藤 文子 (北大) 26”33◎

第 2 回 田部 知江子 (北大) 61”41 第11回 酒井 千尋 (北大) 63”86 第20回 岩橋 優 (京大) 60”03

第 3 回 沼尾 美保 (北大) 59”19 第12回 一二三 愛子 (北大) 60”76 第21回 牛山 綾 (阪大) 1’00”08

第 4 回 奥野 幸代 (北大) 60”71 第13回 塩入 敦子 (東大) 60”30 第22回 坂槙 有紀恵 (北大) 58”22

第 5 回 沼尾 美保 (北大) 59”34 第14回 塩入 敦子 (東大) 58”08 第23回 一瀬 輪子 (北大) 59”03

第 6 回 沼尾 美保 (北大) 57”7　◎ 第15回 塩入 敦子 (東大) 58”42 第24回 一瀬 輪子 (北大) 58”18

第 7 回 竹内 美由紀 (京大) 60”32 第16回 中村 ちひろ (東北大) 57”71◎ 第25回

第 8 回 竹内 美由紀 (京大) 60”68 第17回 只野 奏子 (北大) 60”35 第26回 坪浦 諒子 (東大) 58”76

第 9 回 池上 陽子 (京大) 61”91 第18回 只野 奏子 (北大) 58”36 第27回 佐貫 有彩 (東北大) 58”12

第10回 圓 裕美子 (九大) 61”11 第19回 只野 奏子 (北大) 58”34 第28回 佐貫 有彩 (東北大) 57”08◎

中止

中止

100m

やり投

200m

400m

中　　止

女子歴代優勝者
◎：大会記録



第 7 回 南 小百合 (北大) 2’25”26 第14回 目黒 亜由古 (東大) 2’17”17 第21回 鈴木 亜由子 (名大) 2’15”06

第 8 回 岩城 由香里 (北大) 2’27”76 第15回 目黒 亜由古 (東大) 2’16”45 第22回 鈴木 亜由子 (名大) 2’16”26

第 9 回 後藤 真紀子 (東大) 2’25”77 第16回 小山 倫代 (名大) 2’21”23 第23回 岩橋 優 (京大) 2’14”78

第10回 岩崎 栄美 (名大) 2’17”50 第17回 只野 奏子 (北大) 2’17”59 第24回 鈴木 亜由子 (名大) 2’15”12

第11回 執行 有美子 (九大) 2’21”39 第18回 只野 奏子 (北大) 2’16”82 第25回

第12回 岸上 香織 (名大) 2’19”60 第19回 只野 奏子 (北大) 2’13”68◎ 第26回 後井 彩 (阪大) 2’14”40

第13回 目黒 亜由古 (東大) 2’19”18 第20回 岩橋 優 (京大) 2’17”72 第27回 上田 江里子 (北大) 2’15”36

第28回 高石 涼香 (東大) 2’11”89◎

第 1 回 寺澤 佳恵 (阪大) 4’32”3 第 3 回 泉川 美穂 (東大) 4’49”96 第 4 回 泉川 美穂 (東大) 4’44”90

第 2 回 寺澤 佳恵 (阪大) 4’26”9◎

第 5 回 泉川 美穂 (東大) 10’04”10 第13回 岸上 香織 (名大) 10’36”02 第21回 鈴木 亜由子 (名大) 　9’39”11

第 6 回 泉川 美穂 (東大) 10’22”1 第14回 工藤 亜樹子 (東北大) 10’19”97 第22回 鈴木 亜由子 (名大) 　9’26”80◎

第 7 回 室 恵子 (阪大) 10’37”96 第15回 工藤 亜樹子 (東北大) 10’12”33 第23回 鈴木 亜由子 (名大) 　9’35”90

第 8 回 大畑 幸代 (九大) 10’48”17 第16回 小山 倫代 (名大) 10’17”31 第24回 鈴木 亜由子 (名大) 　9’25”30◎

第 9 回 松谷 恵子 (名大) 10’47”03 第17回 小山 倫代 (名大) 10’11”70 第25回

第10回 松谷 恵子 (名大) 10’18”23 第18回 小山 倫代 (名大) 10’11”03 第26回 岡田 千裕 (北大) 10’22”38

第11回 松谷 恵子 (名大) 10’14”74 第19回 小山 倫代 (名大) 10’20”39 第27回 諸吉 早紀 (阪大) 10’24”12

第12回 中西 美恵子 (北大) 10’30”87 第20回 山本 しおり (名大) 10’18”17 第28回 高石 涼香 (東大) 10’15”39

第1回 51”67 第10回 52”16 第19回 50”25

第2回 49”6 第11回 50”58 第20回 50”92

第 3 回 50”50 第12回 51”88 第21回 50”02

第 4 回 51”08 第13回 50”72 第22回 49”7

第 5 回 50”16 第14回 49”85 第23回 50”28

第 6 回 49”9 第15回 50”83 第24回 50”09

第 7 回 50”75 第16回 51”33 第25回

第 8 回 51”60 第17回 51”21 第26回 50”03

第 9 回 52”95 第18回 50”08 第27回 49”06◎

第28回 48”57◎

第 7 回 簗瀬 裕子 (阪大) 　1m61◎ 第14回 勝野 麻美 (北大) 　1m50 第21回 平松 美咲 (北大) 　1m51

第 8 回 木村 たか子 (東北大) 　1m55 第15回 河合 春菜 (京大) 　1m45 第22回 阿部 瑛里奈 (東北大) 　1m55

第 9 回 加古 静香 (京大) 　1m56 第16回 河合 春菜 (京大) 　1m40 第23回 丹家 里枝 (東大) 　1m53

第10回 岩本 めぐみ (名大) 　1m56 第17回 河合 春菜 (京大) 　1m51 第24回 渡邊 朝美 (東北大) 　1m50

第11回 加古 静香 (京大) 　1m55　 第18回 湯澤 明夏 (北大) 　1m46 第25回

第12回 加古 静香 (京大) 　1m58 第19回 湯澤 明夏 (北大) 　1m51 第26回 林 玲美 (京大) 　1m56

第13回 金子 香織 (名大) 　1m50 第20回 湯澤 明夏 (北大)   1m49 第27回 林 玲美 (京大) 　1m58

第28回 林 玲美 (京大) 1m66◎
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第 1 回 久住 典子 (阪大) 　5m09 第10回 得永 布由子 (北大) 　5m21 第19回 沼田 亜侑美 (北大) 　5m63

第 2 回 和泉 万知 (北大) 　5m37 第11回 得永 布由子 (北大) 　5m38 第20回 沼田 亜侑美 (北大)   5m57

第 3 回 武山 絵美 (京大) 　5m00 第12回 荒俣 夏樹 (名大) 　5m49 第21回 高島 知充 (北大) 　5m32

第 4 回 水野 亜希子 (名大) 　5m30 第13回 荒俣 夏樹 (名大) 　5m71◎ 第22回 山根 裕子 (北大) 　5m22

第 5 回 岩本 ひとみ (名大) 　5m35 第14回 荒俣 夏樹 (名大) 　5m67 第23回 森 美聡 (名大) 　5m40

第 6 回 岩本 ひとみ (名大) 　5m38 第15回 海野 益代 (京大) 　5m20 第24回 森 美聡 (名大) 　5m47

第 7 回 佐竹 里枝子 (名大) 　5m44 第16回 早瀬 紗也佳 (京大) 　5m26 第25回

第 8 回 佐竹 里枝子 (名大) 　5m49 第17回 早瀬 紗也佳 (京大) 　5m38 第26回 大西 美佐歩 (名大) 　5m40

第 9 回 安孫子 聡子 (東北大) 　5m48 第18回 沼田 亜侑美 (北大) 　5m27 第27回 菊武 優奈 (阪大) 　5m69

第28回 内山 咲良 (東大) 5m55

第 2 回 直田 幸代 (阪大) 10m25 第11回 中西 紅美 (東大) 　8m96 第20回 小中 真由美 (名大) 10m43

第 3 回 直田 幸代 (阪大) 10m00 第12回 中西 紅美 (東大) 　9m61 第21回 小中 真由美 (名大) 10m90

第 4 回 直田 幸代 (阪大) 　8m99 第13回 中西 紅美 (東大) 　9m40 第22回 小中 真由美 (名大) 10m73

第 5 回 直田 幸代 (阪大) 　8m89 第14回 高橋 明珠 (名大) 10m16 第23回 武田 有希子 (東大) 10m87

第 6 回 武山 絵美 (京大) 　8m49 第15回 高橋 明珠 (名大) 　9m99 第24回 武田 有希子 (東大) 10m24

第 7 回 笹出 まゆ (北大) 　8m80 第16回 青山 聡子 (九大) 　9m72 第25回

第 8 回 東城 由貴子 (京大) 　8m63 第17回 青山 聡子 (九大) 10m13 第26回 大西 美佐歩 (名大) 10m93

第 9 回 阿部 美有樹 (東北大) 　8m59 第18回 青山 聡子 (九大) 　9m94 第27回 大西 美佐歩 (名大) 10m82

第10回 阿部 美有樹 (東北大) 　7m89 第19回 小中 真由美 (名大) 11m35◎ 第28回 大西 美佐歩 (名大) 10m92

第 1 回 中西 麻美 (京大) 35m14◎

走幅跳

砲丸投

やり投

中止

中止



種目 北海道大学 東北大学 東京大学
10”66 10”35 10”56

井指　康裕 宮崎　幸辰 西村　智宏
1990 2016 2016
21”45 20”87 21”18

久保　信明 宮崎　幸辰 工藤　洋治
1995 2014 1998
47”34 47”90 47”16

久保　信明 南　共哉 工藤　洋治
1996 2014 1997

1’50”96 1’52”83 1’51”81
姫松　裕志 笹野　佳彦 軽部　智
2015 2004 2016

3’51”44 3’52”23 3’49”46
酒井　洋明 橘　明徳 新妻　拓弥
2018 2004 1999

14’16”47 14’15”11 14’03”63
酒井　洋明 橘　明徳 近藤　秀一
2018 2004 2016
14”78 14”96 14”76

鈴木　久崇 工藤　翼 小泉　賢慈
2014 2016 1996
52”32 52”25 51”36

内山　善仁 佐藤　友彦 宮原　弘季
2006 1990 2015

9’10”60 9’13”06 8’48”43
川瀬　誠 井上　典久 新妻　拓弥
1995 1994 2000

20’14”07 20’56”19 19’54”60
中川　岳士 寺島　智春 渡邊　成陽
2017 2018 2015
41”46 41”37 40”46

久保・神・岡・徳永 白鳥・芦田・大衡・藤井 泉・西村・松本・稲葉
1995 2018 2016

3’17”05 3’13”33 3’12”56
徳永・久保・神・満武 高林・畑岡・千葉・南 小西・稲葉・兄井・宮原

1995 2013 2016
2m10 2m13 2m12

右田　拓也 彦坂　幸毅 福永　大輔
1995 1989 2016
4m90 5m00 5m10

若原　拓也 高橋　拓実 三宅　功朔
2013 2016 2017
7m51 7m43 7m72

高瀬　信一 岡部　大輝 椿　幸太
1974 2015 1991
15m6 14m78 15m46

榎木　純 野口　直哉 中谷　敬二
1987 1992 1978
13m10 14m09 13m75
谷　真介 柳沢　邦彦 照井　克生
1992 2012 1985
41m57 47m17 43m92

三浦　亮三郎 柳沢　邦彦 佐々木　駿
1965 2012 2012
57m59 53m44 45m36

三浦　亮三郎 今泉　卓真 福島　敬司
1965 2009 1991
63m81 66m00 63m92

橋田　金重 杉本　和志 只左　一也
2009 2010 1993
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種目 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学
10”51 10”41 10”66 10”61

後藤　賢二 石田　真也 武田　考功 楠本　亮介
2002 2016 2009 2000
20”93 21”19 21”34 21”40

新浜　太郎 牧川　真央 武田　考功 楠本　亮介
1999 2012 2009 1999
47”36 47”27 47”03 48”15
野瀬　昇 紀平　直人 佐藤　弘樹 坂田　敦

1986 2016 2017 2004
1’52”40 1’48”48 1'52”09 1’53”50
砂原　健汰 櫻井　大介 藤諒　健 阿部　嵩大

2016 2015 2017 2013
3’51”07 3'48'43 3'46”97 3’52”25
西尾　文吾 岡野　颯斗 田中　涼(大外大) 松田　信幸

2016 2017 1993 1994
14’08”01 14’00”13 14'26”0 14’39”16
中村　高洋 平井　健太郎 飯島　崇利 岩見　直也

2007 2015 1998 2017
14”34 14”67 14”44 14”48

真野　悠太郎 佐藤　真一郎 井上　暢起 松野下　明弘
2017 2004 2016 2008
49”50 51”20 51”71 51”9

真野　悠太郎 水谷　太郎 平野　雅之 道下　章
2018 2006 1986 1986

8’56”81 8’54”33 9'04”64 8’51”14
内藤　聖貴 佐藤　章徳 山根　裕樹 下瀬　幸男

2000 2005 2010 2008
21’19”83 19’40"48 20'54”43 22'04"75
鈴木　智大 山西　利和 佐伯　佳祐 小山　直洋

2018 2015 2012 2018
40”88 40”07 40”44 41”16

岩瀬・山下・長谷川・橋本 安藤・石田・庄司・林 小口・藤原・高塚・和田 永末・上田・楠本・北
2017 2017 2016 1999

3’10”18 3'10"82 3'11”67 3’15”67
嶋田・小田・長谷川・真野 小谷・紀平・小原・浅井 高塚・佐藤・井面・藤原 松岡・楠本・中野・上田

2017 2018 2017 1998
2m04 2m10 2m25 2m05

水橋　将 稲田　徹 眞鍋　周平 松尾　州裕
1988 1983 2003 1984
4m80 4m70 5m03 4m20

府川　仁彦 秋本　一志 細川　尊史 妹尾　賢二
1996 2009 2003 1984
7m53 7m78 7m65 7m29

伊藤　裕也 渡辺　祥 中谷　豪汰 堀内　康孝
2016 2017 2017 2007

15m44 15m99 16m26 15m01
近藤　旭 月山　敦詞 花谷　昴 麻生　孝

2001 1988 2008
14m23 13m31 14m81 14m70

中村　友昭 松野・長谷川 尾杉　友浩 上田　泰弘
2003 1935・1992 2002 2004

40m13 43m97 43m12 40m06
中村　友昭 大橋　悟 中澤　密 田中　伸樹

2000 2018 2012 1990
46m64 50m77 48m37 54m22

国枝秀世、山村彰紀 若園　直樹 武藤　将大 西畑　泰博
1971 2007 2018 2012 1985

66m77 60m81 72m48 58m86
西田　亮也 中山　奎吾 神田　直仁 目野　泰平

2018 2017 2016 2013

円盤投

ハンマー投げ

やり投げ
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走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投

学内記録一覧表（男子）
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種目 北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学
12”58 12”30 12”50 12”35

土田　純子 佐貫　有彩 末松　いずみ 安田　理香
2005 2017 1984 2007
57”60 56”57 58”08 59”12

一瀨　輪子 佐貫　有彩 塩入　敦子 久野　理絵
2013 2018 2003 2004
2'11”39 2’13”32 2’10”92 2’15”06

只野　奏子 上條　麻奈 高石　涼香 鈴木　亜由子
2010 2018 2018 2010

10'16”29 10’06”10 9’50”58 9’22”36
只野　奏子 及川　まりや 泉川　美穂 鈴木　亜由子
2007 2012 1993 2010
49”69 48”57 49”3 49”77

平松・一瀨・坂槙・山根 中村・佐貫・吉村・佐々木 塩入・帰山・中西・原 安田・若村・岡本・柳原
2011 2017 2002 2005
1m59 1m67 1m53 1m56

平松　美咲 中村　真璃子 丹家　里枝 岩本　ひとみ
2010 2018 2011 1995
5m63 5m48 5m52 5m71

沼田　亜侑美 安孫子　聡子 内山　咲良 荒俣　夏樹
2008 1998 2016 2002
10m61 10m71 11m00 11m35

塚越　千弘  田中　紀香 武田　有希子 小中　真由美
2017 2018 2014 2008

種目 京都大学 大阪大学 九州大学
12”68 12”49 12”43

釜谷　美翔子 藤原　郁美 安藤　江里
2013 2017 2014
59”32 58"22 60”38

釜谷　美翔子 野尻　真由 都　歩美
2013 2018 2012

2’12”66 2’12”81 2’18”54
岩橋　優 野尻　真由 那須　祐子
2013 2017 2010

9’55”45 9'17”86 10’03”80
岩橋　優 寺澤　佳恵 村野　友香梨
2012 1990 2007
50”38 49"32 50”44

宮澤・金澤・藤森・釜谷 山崎・野尻・小川・延安 森下・安藤・青木・武藤
2013 2018 2015
１m66 1m63 1m55
林　玲美 福田　早紀 青木　円花
2017 2017 2016
5m38 5m69 5m34

早瀬　紗也佳 菊武　優奈 岩本　法子
2006 2016 2017
10m66 10m80 10m71

横山　優花 直田　幸代 青山　聡子
2017 1991 2008
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走高跳

走幅跳
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学内記録一覧表（女子）
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放射線は危険な性質を持っている反面、 

有効に利用すれば人類に大きなメリットを与えてくれる無限の可能性をそなえています。 

千代田テクノルは、医療・原子力・産業・放射線測定などの各分野において、 

放射線を安全に有効利用するための機器やサービスをトータルに提供。 

放射線の「利用」と「防護」の双方において、お客様からのあらゆるニーズにきめ細かく対応しています。 

 

例えば、スポーツドリンクやサプリメントの研究開発。怪我や病気のときの画像検診。 

機能性材料の製造。ペットボトルの製造。 

放射線は、スポーツの裏側のさまざまな場面で活用されています。 

私たちは、放射線の安全利用技術で社会を支える会社です。 

 

株式会社千代田テクノルは、全国七大学対校陸上競技大会を応援しています。 

U R L: http://www.c-technol.co.jp 

e-mail:    saiyo@c-technol.co.jp 



 


