
第２５回 国公立22大学対校陸上競技大会
審 判 長； 加　藤　　宏　(ﾄﾗｯｸ)

相　原　　洋　(跳躍)

尾　形　邦　美(投てき)

【主　催】国公立22大学陸上競技連盟、横浜国立大学

【開催日】2010年9月24日(金)～9月26日(日) 【場　所】 横浜市営三ツ沢陸上競技場 瀧　川　一　輝(招集所)

(GR;大会新,=GR;大会ﾀｲ) 【運営協力】神奈川陸上競技協会 記録主任； 高　橋　　靖

性別  種  目 風向 1 位1 位1 位1 位 2 位2 位2 位2 位 3 位3 位3 位3 位 4 位4 位4 位4 位 5 位5 位5 位5 位 6 位6 位6 位6 位 7 位7 位7 位7 位 ８ 位８ 位８ 位８ 位

区分 月/日 (高さ/重さ） 風力  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録 

9/26   100m -0.7 岡田　純一 10.67 佐山　侑希 10.75 箕輪　哲志 10.82 上埜　大空 10.84 西脇　慎二 10.84 青木　邦成 10.86 石原　寛之 11.00 安部　文隆 11.01

横国大･2 静岡大･M2 横国大･M1 首都大･2 静岡大･4 都留文大･4 東学大･2 群馬大･3

9/25   200m +1.2 岡田　純一 21.47 箕輪　哲志 21.50 安部　文隆 21.70 伊藤　太一 21.84 堀内　貫平 21.89 小縣　良平 22.09 石原　寛之 22.24 長島　貴之 22.38

男　子 横国大･2 横国大･M1 群馬大･3 茨城大･1 都留文大･2 埼玉大･1 東学大･2 東学大･3

9/24   400m 前田　慧 48.62 小縣　良平 49.11 和田　和幸 49.39 三村　瑞樹 49.87 田中　裕志 50.05 三村　達也 50.50 川部　優太 50.88 八木　修太 51.79

横国大･M2 埼玉大･1 茨城大･4 東学大･1 東北大･M2 宇都宮大･M1 茨城大･4 山形大･1

9/26   800m 長谷　翼 1:54.63 片野　匠 1:55.19 斉藤　和輝 1:55.46 石川　宗史 1:56.66 宇田　峻也 1:57.03 木村　文哉 1:57.18 小林　弘樹 1:57.22 一宮　周平 1:57.30

三重大･2 新潟大･3 一橋大･2 一橋大･4 都留文大･3 静岡大･1 群馬大･4 横国大･4

9/24  1500m 片野　匠 4:02.53 石川　宗史 4:03.18 福井　雅俊 4:03.65 斉藤　和輝 4:04.47 谷澤　淳史 4:04.64 下野　誠仁 4:04.71 石井　雄一 4:04.73 今井　明士 4:05.01

新潟大･3 一橋大･4 東学大･2 一橋大･2 静岡大･2 宇都宮大･4 一橋大･1 首都大･M1

9/26  5000m 疋田　和希 14:41.51 斉藤　隼人 14:47.48 笠原　慧 15:00.93 三上　哲史 15:00.94 福井　雅俊 15:07.10 田澤　博幸 15:08.73 木村　誠人 15:11.80 加藤　雄太 15:15.92

横国大･4 東学大･3 東工大･M1 東学大･3 東学大･2 首都大･3 電通大･4 高経大･3

9/24 10000m 大垣　秀介 31:08.99 疋田　和希 31:10.05 田澤　博幸 31:20.09 笠原　慧 31:25.93 森田　雄祐 31:31.66 山口　貴史 31:33.34 木村　誠人 31:34.48 大場　直樹 31:47.16

一橋大･4 横国大･4 首都大･3 東工大･M1 一橋大･4 東学大･M1 電通大･4 東北大･4

9/25   110mH +2.4 佐野　成 14.39 志田　望 14.60 会津　秀馬 14.78 岩田　賢治 14.98 布田　健人 14.99 岩崎　辰哉 14.99 清水　尭之 15.21 平沼　丈幸 15.36

(1.067m) 静岡大･1 東学大･2 信州大･2 三重大･2 横国大･1 東北大･4 群馬大･4 横国大･2

9/26   400mH 長島　貴之 52.91 上杉　明弘 53.27 新津　和樹 53.58 ﾗｯｼｭ　恵 54.49 川部　優太 54.76 岩木　佑太 55.25 丸山　紘大 55.30 --- 

(0.914m) 東学大･3 茨城大･4 山梨大･4 一橋大･4 茨城大･4 群馬大･M1 埼玉大･1

9/25  3000mSC 三上　哲史  9:14.03 加藤　雄太  9:16.08 三澤　秀匡  9:16.15 村田　瑞木  9:17.36 小野寺　道昭  9:23.65 斉藤　隼人  9:24.61 渡辺　貴之  9:28.30 笠原　慧  9:37.59

東学大･3 高経大･3 群馬大･4 静岡大･4 千葉大･3 東学大･3 横国大･2 東工大･M1

9/26  5000mW 村上　格 21:41.14 相場　智仁 22:39.81 角川　拓也 24:06.56 小向　瑞樹 25:46.86 五十嵐　良輔 26:37.47 --- --- --- 

東学大･3 GRGRGRGR 千葉大･1 東北大･1 茨城大･3 群馬大･2

9/24 横国大 40.94 都留文大 41.05 静岡大 41.80 茨城大 41.90 東北大 42.29 埼玉大 42.67 三重大 42.75 山梨大 42.95

4x100mR  箕輪　哲志 (M1)  佐々木　翔太 (3)  山本　陽 (1)  山本　悠輔 (M1)  岡崎　和貴 (1)  樋口　智彦 (3)  村田　信英 (2)  河村　晴貴 (M1)

 岡田　純一 (2)  堀内　貫平 (2)  西脇　慎二 (4)  上杉　明弘 (4)  青柳　光裕 (D1)  小縣　良平 (1)  岩田　賢治 (2)  土屋　吉史 (4)

 嶺岸　拓磨 (1)  青木　邦成 (4)  伊藤　誠也 (4)  和田　和幸 (4)  鈴木　一輝 (3)  神瀬　龍平 (3)  武藤　俊平 (2)  新津　和樹 (4)

 小谷野　春 (3)  髙須　大樹 (4)  佐山　侑希 (M2)  伊藤　太一 (1)  伊藤　亮輔 (2)  増渕　雄也 (4)  浦川　依久 (M1)  斉藤　太郎 (M2)

9/26 宇都宮大 3:18.51 茨城大 3:18.70 横国大 3:18.75 埼玉大 3:18.91 東学大 3:19.44 一橋大 3:20.39 群馬大 3:20.64 電通大 3:24.39

4x400mR  佐藤　正淑 (M2)  川部　優太 (4)  清水　樂 (2)  山田　勝也 (3)  志田　望 (2)  白神　豊 (3)  清水　尭之 (4)  佐藤　誠裕 (4)

 山田　直紀 (3)  上杉　明弘 (4)  廣實　直也 (4)  神瀬　龍平 (3)  三村　瑞樹 (1)  櫻井　綾人 (2)  三森　淳博 (2)  稲野　龍太 (4)

 三村　達也 (M1)  山本　悠輔 (M1)  一宮　周平 (4)  坂本　光 (3)  山口　貴美 (1)  斉藤　和輝 (2)  飯野　大海 (1)  吉田　卓矢 (2)

 谷原　達也 (2)  和田　和幸 (4)  前田　慧 (M2)  小縣　良平 (1)  中西　俊紀 (2)  ﾗｯｼｭ　恵 (4)  石田　真規 (2)  田中　嘉法 (4)

9/26 走高跳 福良　翔 2.06 武井　泰宏 2.03 寺野　善陽 新潟大･Ｍ1 2.00 山田　直人 2.00 石田　隆 静岡大･1 1.95 石川　順章 1.95

横国大･M2 首都大･4 河野　祐希 新潟大･4 宇都宮大･4 田村　雅樹 山梨大･M2 一橋大･4

9/26 棒高跳 田中　充 5.25 長谷川　芳幸 4.80 水谷　純也 4.70 白井　孝明 4.60 小川　裕也 4.30 青柳　達也 4.20 谷村　健宏 4.10 矢野　勝三 3.90

群馬大･3 GRGRGRGR 新潟大･Ｍ1 横国大･3 東北大･M1 三重大･4 茨城大･2 東学大･4 新潟大･2

9/24 走幅跳 村田　信英 7.05 +0.5 林　　陵平 6.98 +2.3 福良　翔 6.94 +1.1 栗田　貴文 6.92 +2.3 立野　剛志 6.87 +1.2 松浦　晨 6.87 +0.8 鈴木　一輝 6.86 +3.6 吉原　良大 6.85 +0.9

三重大･2 都留文大･4 横国大･M2 横国大･4 信州大･2 横国大･1 東北大･3 千葉大･3

9/25 三段跳 福良　翔 14.87 +3.0 本間　敬一 14.63 +3.3 田口　典裕 14.48 +1.7 小野　智 14.37 +4.9 田村　雅樹 14.35 +3.0 横山　功機 14.30 +1.4 林　　陵平 14.27 +0.7 福田　賢一郎 14.21 +0.6

横国大･M2 横国大･M2 宇都宮大･4 新潟大･M2 山梨大･M2 東学大･2 都留文大･4 新潟大･2

9/25 砲丸投 久保田　尊士 12.94 柳澤　邦彦 12.44 岡南　遼 12.16 須田　光 11.88 田村　祐太 11.81 高階　一也 11.77 東谷　洵 10.99 角田　光洋 10.72

(7.260kg) 山梨大･M2 東北大･2 三重大･1 群馬大･1 群馬大･M1 横国大･4 横国大･M2 東学大･1

9/26 円盤投 柳澤　邦彦 43.20 高橋　大地 38.49 田村　祐太 38.42 ﾎｱﾝ･ﾃ･ｳｪﾝ 38.31 小林　由英 38.09 高階　一也 35.69 久保田　泰史 35.22 岩崎　美秋 35.11

(2.000kg) 東北大･2 山梨大･3 群馬大･M1 茨城大･2 静岡大･3 横国大･4 山梨大･2 外語大･4

9/25 ﾊﾝﾏｰ投 高橋　大地 58.74 角田　光洋 50.14 奥山　傑 49.87 村木　瑞穂 48.05 久保田　尊士 43.74 加藤　和樹 42.31 久治　佑樹 39.39 小林　朋寛 39.20

(7.260kg) 山梨大･3 GRGRGRGR 東学大･1 新潟大･4 群馬大･3 山梨大･M2 東学大･3 横国大･3 茨城大･1

9/26 やり投 杉本　和志 61.76 東谷　洵 60.81 齋藤　駿介 58.78 重光　成一郎 58.10 石川　淳太郎 56.64 小林　由英 56.11 島　　広樹 53.76 奥山　傑 53.76

(0.800kg) 東北大･3 横国大･M2 高経大･3 一橋大･3 東学大･3 静岡大･3 新潟大･2 新潟大･4

9/24~ 中嶋　祐介 6314 中西　俊紀 6134 中澤　勇人 5861 桑田　俊充 5843 相原　樹 5605 奥口　陽登 5592 木下　明彦 5480 藤井　翼 5441

9/25 10種 東学大･M１ 東学大･2 新潟大･2 横市大･4 山梨大･4 三重大･4 千葉大･4 東北大･2

11.19,+0.6/6.20,+0.2/ 11.20,+1.5/6.68,+2.2/ 11.23,+1.5/6.24,+1.7/ 11.74,+0.6/6.14,+1.1/ 11.80,+1.5/6.17,+2.6/ 11.64,+1.5/6.06,+1.1/ 11.66,+0.6/6.33,+1.8/ 11.69,+1.5/6.40,+1.6/

　10.64/1.75/52.47    9.98/1.70/51.18    9.03/1.75/53.36   10.29/1.70/54.09    9.42/1.65/54.22    8.77/1.85/52.45    9.32/1.75/53.07    8.67/1.60/54.33

16.12,+2.0/32.98/3.90/ 15.48,+0.3/20.18/2.80/ 16.06,+0.3/27.96/3.20/ 18.30,+2.0/30.12/3.70/ 17.51,+0.3/30.35/3.60/ 17.47,+0.3/27.14/3.00/ 17.44,+2.0/23.68/3.40/ 16.99,+0.3/26.45/3.40/

  49.92/4:47.59   54.51/4:28.19   47.28/4:48.23   55.49/4:41.25   39.60/4:34.37   45.06/4:49.04   32.94/4:40.98   40.24/4:47.39



審 判 長； 加　藤　　宏　(ﾄﾗｯｸ)

相　原　　洋　(跳躍)

尾　形　邦　美(投てき)

【主　催】国公立22大学陸上競技連盟、横浜国立大学

【開催日】2010年9月24日(金)～9月26日(日) 【場　所】 横浜市営三ツ沢陸上競技場 瀧　川　一　輝(招集所)

(GR;大会新,=GR;大会ﾀｲ) 【運営協力】神奈川陸上競技協会 記録主任； 高　橋　　靖

性別  種  目 風向 1 位1 位1 位1 位 2 位2 位2 位2 位 3 位3 位3 位3 位 4 位4 位4 位4 位 5 位5 位5 位5 位 6 位6 位6 位6 位 7 位7 位7 位7 位 ８ 位８ 位８ 位８ 位

区分 月/日 (高さ/重さ） 風力  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録 

9/26   100m +2.7 前川　奈央 11.90 木村　文子 11.95 鈴木　麻理 12.04 髙橋　優香 12.16 平沢　薫 12.45 剱持　由莉香 12.60 武田　梨沙 12.73 青木　己奈 12.74

都留文大･2 横国大･4 茨城大･4 都留文大･1 新潟大･3 首都大･4 山形大･1 東学大･M1

女　子 9/25   200m +1.5 鈴木　麻理 24.62 北村　千聖 25.33 平沢　薫 25.46 西田　彩乃 25.71 剱持　由莉香 25.78 大出　亜沙美 26.04 青木　己奈 26.12 菱沼　美穂 26.41

茨城大･4 都留文大･2 新潟大･3 都留文大･1 首都大･4 横市大･3 東学大･M1 埼玉大･4

9/24   400m 加藤　苑美 57.67 竹山　由希子 58.16 鈴木　麻理 59.03 鈴木　千夏 59.16 道越　愛美 59.85 肥田埜　里枝 1:00.88 大出　亜沙美 1:01.55 中村　起名子 1:03.88

横国大･4 都留文大･1 茨城大･4 都留文大･3 横国大･4 茨城大･1 横市大･3 東学大･1

9/26   800m 石澤　ゆかり 2:10.95 大友　稚弘 2:10.98 笹本　絢 2:12.13 道越　愛美 2:12.62 中澤　唯 2:18.97 山崎　稚奈 2:19.79 小川　瑞季 2:24.08 西村　紗央莉 2:33.18

茨城大･4 東学大･M2 都留文大･4 横国大･4 横国大･1 都留文大･1 千葉大･3 千葉大･2

9/24  1500m 石澤　ゆかり 4:33.79 小川　瑞季 4:39.64 小田倉　香織 4:45.62 黒澤　夏楠 4:54.48 岩崎　玲子 4:56.79 樋口　光華 4:57.41 山浦　友華 5:06.02 今村　憲子 5:08.87

茨城大･4 千葉大･3 千葉大･3 茨城大･1 横市大･1 都留文大･3 都留文大･1 三重大･2

9/25  5000m 黒澤　夏楠 17:30.76 小田倉　香織 17:46.54 岩崎　玲子 18:03.26 舘　　美穂 18:42.98 鈴木　はるか 19:20.24 松本　佳子 19:23.59 林　　佳志乃 19:31.61 木村　世奈 19:44.93

茨城大･1 千葉大･3 横市大･1 三重大･4 東北大･2 宇都宮大･3 千葉大･1 茨城大･1

9/25   100mH +2.1 木村　文子 13.43 寺田　ゆず 13.96 西野　愛梨 14.15 中嶋　はるみ 14.66 征矢　茉莉子 14.87 赤木　千尋 15.05 岡田　有華 15.09 --- 

(0.840m) 横国大･4 都留文大･4 東学大･1 埼玉大･3 横国大･3 山形大･1 千葉大･1

9/26   400mH 加藤　苑美 1:00.06 西野　愛梨 1:00.97 飯尾　絢 1:02.45 黒谷　めぐみ 1:07.91 元山　みのり 1:08.55 下島　千歩 1:08.86 西山　侑里 1:09.21 小畠　恵梨香 1:12.41

(0.762m) 横国大･4 東学大･1 都留文大･4 山梨大･1 宇都宮大･2 東北大･1 東学大･1 茨城大･2

9/26  5000mW 竪本　優 26:34.83 平林　沙織 26:59.72 川村　美沙季 27:09.28 --- --- --- --- --- 

都留文大･2 山梨大･3 山梨大･1

9/24 都留文大 46.73 茨城大 48.41 横国大 48.79 東学大 49.08 山形大 49.29 埼玉大 50.58 宇都宮大 51.00 --- 

4x100mR  前川　奈央 (2)  遠藤　園子 (3)  寺田　さゆ (1)  寺師　梨恵 (1)  赤木　千尋 (1)  富沢　舞子 (2)  元山　みのり (2)

 髙橋　優香 (1)  林田　麻由 (2)  木村　文子 (4)  青木　己奈 (M1)  山口　あゆみ (4)  中嶋　はるみ (3)  川本　睦 (4)

 松山　文奈 (2)  山口　真未 (1)  加藤　苑美 (4)  西野　愛梨 (1)  武田　梨沙 (1)  菱沼　美穂 (4)  野澤　麻里絵 (M1)

 川崎　葵 (1)  鈴木　麻理 (4)  福永　彩乃 (3)  小菅　祥子 (1)  武田　千尋 (M1)  井戸川　桃 (1)  小林　友紀 (1)

9/26 都留文大 3:47.48 横国大 3:50.58 茨城大 3:56.51 東学大 3:58.22 新潟大 4:09.14 宇都宮大 4:09.57 千葉大 4:10.74 東北大 4:22.06

4x400mR  鈴木　千夏 (3)  木村　文子 (4)  肥田埜　里枝 (1)  中村　起名子 (1)  出町　有希 (3)  野澤　麻里絵 (M1)  丸山　瑛 (3)  下島　千歩 (1)

 飯尾　絢 (4)  加藤　苑美 (4)  鈴木　麻理 (4)  西野　愛梨 (1)  津野　智美 (1)  小林　友紀 (1)  小山　ひろみ (4)  中山　なつみ (1)

 笹本　絢 (4)  中澤　唯 (1)  林田　麻由 (2)  小菅　祥子 (1)  奈良　はるか (1)  高野　智代 (3)  青野　杏子 (4)  房内　まどか (2)

 北村　千聖 (2)  道越　愛美 (4)  石澤　ゆかり (4)  大友　稚弘 (M2)  夏野　愛未 (1)  岩瀬　優美 (2)  蜂屋　祥子 (4)  星　　麻沙美 (1)

9/24 走高跳 井上　七海 1.65 林田　麻由 1.65 稻垣　里實 1.62 山口　真未 1.59 黒谷　めぐみ 1.53 山口　あゆみ 1.53 青野　杏子 1.50 保坂　美礼 1.45

東学大･1 茨城大･2 新潟大･3 茨城大･1 山梨大･1 山形大･4 千葉大･4 山梨大･M1

9/24 棒高跳 井戸川　桃 3.50 保坂　美礼 3.50 田中　亜希子 3.40 堤　　香菜子 3.00 小林　翠 2.80 安達　郁恵 2.50 中原　恭恵 2.30 乙部　夏那 2.20

埼玉大･1 山梨大･M1 群馬大･1 横国大･4 山梨大･2 外語大･3 千葉大･M1 横国大･3

9/25 走幅跳 木村　文子 5.83 -0.9 小林　悠香 5.80 +0.9 廣川　美沙紀 5.54 +0.9 横山　早紀 5.51 +2.6 吉原　友理 5.45 +2.1 遠藤　園子 5.42 +0.2 田澤　愛 5.36 +1.7 福永　彩乃 5.24 +3.5

横国大･4 都留文大･3 東学大･3 都留文大･3 茨城大･2 茨城大･3 東学大･3 横国大･3

9/26 三段跳 遠藤　園子 12.24 +0.8 荒木　麻弥子 12.08 +1.6 岡田　有華 11.83 +1.4 川口　夢加 11.77 +0.8 田澤　愛 11.74 +0.9 山口　あゆみ 11.54 +3.3 佐藤　綾 11.00 +1.8 福永　彩乃 10.68 +0.2

茨城大･3 新潟大･M2 千葉大･1 東学大･4 東学大･3 山形大･4 都留文大･1 横国大･3

9/24 砲丸投 城所　舞 11.39 弓削　真理子 11.35 富沢　舞子 11.30 山崎　芽衣 10.37 桒原　渚  9.88 塚越　恵  9.66 小高　郁恵  7.85 原田　尚実  7.40

(4.000kg) 茨城大･3 茨城大･4 埼玉大･2 東学大･2 群馬大･2 千葉大･4 都留文大･2 首都大･2

9/26 円盤投 富沢　舞子 40.97 柳澤　美佳 40.56 小林　春華 38.60 星野　千恵 34.53 城所　舞 33.67 蘇武　彩織 32.66 塚越　恵 31.93 志村　詩織 31.71

(1.000kg) 埼玉大･2 新潟大･3 山形大･3 茨城大･1 茨城大･3 新潟大･1 千葉大･4 山梨大･1

9/25 ﾊﾝﾏｰ投 弓削　真理子 49.64 鈴木　香織 35.27 志村　詩織 31.27 蘇武　彩織 24.19 --- --- --- --- 

(4.000kg) 茨城大･4 GRGRGRGR 茨城大･2 山梨大･1 新潟大･1

9/24 やり投 蘇武　彩織 40.72 山崎　芽衣 36.51 木村　有里 35.44 志村　詩織 34.72 遠藤　園子 33.63 林　　沙織 33.19 大井　彩美 33.14 小高　郁恵 31.97

(0.600kg) 新潟大･1 東学大･2 三重大･1 山梨大･1 茨城大･3 千葉大･4 横国大･2 都留文大･2

9/25~ 小林　悠香 4670 山口　真未 4506 八木　萌梨 4474 青野　杏子 4456 山崎　芽衣 4451 中嶋　はるみ 4369 田中　早紀 3824 出町　有希 3536

9/26 7種 都留文大･3 茨城大･1 横国大･2 千葉大･4 東学大･2 埼玉大･3 高経大･1 新潟大･3

14.05,+4.6/1.45/ 9.23/ 15.66,+0.3/1.45/ 9.80/ 14.99,+4.6/1.51/ 8.54/ 15.65,+0.3/1.48/ 8.52/ 15.52,+4.6/1.51/10.36/ 14.75,+0.3/1.48/ 9.35/ 16.76,+4.6/1.35/ 8.07/ 17.38,+0.3/1.40/ 9.01/

　26.49,+0.3 　27.01,+0.3 　27.06,+0.8 　26.51,+0.8 　28.44,+0.3 　26.81,+0.8 　27.15,+0.8 　28.36,+0.3

5.65,+1.5/30.23/2:31.53 5.37,+0.2/39.21/2:34.16 5.39,-0.5/35.77/2:37.36 5.36,+1.1/29.76/2:23.17 5.02,-1.6/35.30/2:25.28 5.01,+2.4/26.41/2:28.75 5.24,+0.9/29.26/2:42.21 4.58,+0.9/24.01/2:38.55

第２５回 国公立22大学対校陸上競技大会



審 判 長； 加　藤　　宏　(ﾄﾗｯｸ)

相　原　　洋　(跳躍)

尾　形　邦　美(投てき)

【主　催】国公立22大学陸上競技連盟、横浜国立大学

【開催日】2010年9月24日(金)～9月26日(日) 【場　所】 横浜市営三ツ沢陸上競技場 瀧　川　一　輝(招集所)

【運営協力】神奈川陸上競技協会 記録主任； 高　橋　　靖

性別  種  目 風向 1 位1 位1 位1 位 2 位2 位2 位2 位 3 位3 位3 位3 位 4 位4 位4 位4 位 5 位5 位5 位5 位 6 位6 位6 位6 位 7 位7 位7 位7 位 ８ 位８ 位８ 位８ 位

区分 月/日 (高さ/重さ） 風力  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録 

9/26   100m 高橋　修平 11.03 +0.5 長谷川　芳幸 11.20 -0.3 阿部　暢徳 11.21 +0.5 嶺岸　拓磨 11.28 -0.3 鈴木　一輝 11.36 +0.5 飯島　昌超 首都大･1 11.45　+1.3 小原　翔平 11.46 +0.3

ｵｰﾌﾟﾝ 東学大･M2 新潟大･Ｍ1 横国大･4 横国大･1 東北大･3 豊田　悠暉 横国大･1 11.45　-0.3 新潟大･1

　男子 9/25   200m 橋本　章吾 22.22 +2.9 村山　浩平 22.45 +2.9 高林　佑輔 22.98 +0.4 伴　　倫充 23.12 +2.9 滝沢　海宇 23.21 +0.4 馬場　雄平 23.24 +0.4 佐藤　圭祐 東北大･OB 23.30 +1.1

山梨大AC 静岡大･2 東北大･3 静岡大･M1 新潟大･2 三重大･2 白神　豊 一橋大･3 +0.4

9/24   400m 成田　彰吾 49.85 鈴木　義教 50.21 小野　敦史 50.90 立澤　直樹 51.36 加藤　弘明 51.63 桑原　大樹 52.06 奥田　拓也 52.35 小嶋　優作 52.45

新潟大･4 東北大･OB 横国大･2 千葉大･4 新潟大･1 横国大･4 三重大･4 静岡大･2

9/26  1500m 山口　貴史 4:06.91 石井　佑介 4:07.09 森下　翔平 4:08.03 金子　修平 4:09.28 多田　幸広 4:09.64 深渡　慎一郎 4:12.07 木村　慎太郎 4:12.20 鈴木　裕人 4:13.66

東学大･M1 千葉大･M1 新潟大･3 東北大･1 高経大･1 東北大･1 東北大･2 静岡大･M1

9/25  5000m 木村　慎太郎 15:37.86 大庭　大 15:40.12 船坂　飛馬 15:40.46 深渡　慎一郎 15:40.61 近藤　一樹 15:42.51 仙波　龍生 15:43.24 宮原　元 15:45.05 鈴木　聡太 15:49.44

東北大･2 横国大･2 静岡大･4 東北大･1 東北大･2 横国大･1 首都大･OB 首都大･1

9/26 走高跳 全員欠場 --- --- --- --- --- --- --- 

9/26 棒高跳 平井　勇気 4.80 池田　聡史 4.30 山本　雄也 4.20 武島　克憲 3.70 --- --- --- --- 

YPVC YPVC 関東学院AC YPVC

9/24 走幅跳 安井　令 6.51 +3.1 熊田　吾一 6.36 +0.9 増村　巧 5.75 +2.3 --- --- --- --- --- 

東北大･2 東学大･2 東北大･1

9/25 三段跳 新津　裕大 14.04 +0.8 川尻　嶺 13.50 +1.4 --- --- --- --- --- --- 

横国大･1 横国大･3

9/25 砲丸投 山崎　智己 11.85 志村　紀幸  8.69 関口　敬一朗  8.51 --- --- --- --- --- 

(7.260kg) 三重大 外語大･3 群馬大･4

9/26 円盤投 山崎　智己 34.55 関口　敬一朗 23.96 --- --- --- --- --- --- 

(2.000kg) 三重大 群馬大･4

9/26 やり投 井上　直紀 55.37 近田　英樹 49.21 榊原　和也 46.20 --- --- --- --- --- 

(0.800kg) 東学大OB 横国大･M2 東北大･1

9/24~ 沢辺　直人 6421 飯島　篤史 6341 八柳　暁 3571 太田　耕作 2809 --- --- --- --- 

9/25 10種 山梨大･OB 千葉大ｸﾗﾌﾞ 東北大･2 千葉大･1

11.54,+0.9/6.56,+2.1/ 11.52,+0.9/6.85,+1.4/ 12.09,+0.9/NM,/ 12.39,+0.9/NM,/

　10.00/1.97/53.74   10.13/1.70/52.89    7.83/NM/54.72    7.30/NM/58.04

15.68,-0.6/32.26/4.10/ 16.32,-0.6/35.64/3.90/ 19.68,-0.6/20.94/2.80/ 19.21,-0.6/16.76/NM/

  42.86/4:45.36   47.37/4:40.35   32.44/4:42.55   26.96/5:02.97

第２５回 国公立22大学対校陸上競技大会

《オープン競技上位記録》



審 判 長； 加　藤　　宏　(ﾄﾗｯｸ)

相　原　　洋　(跳躍)

尾　形　邦　美(投てき)

【主　催】国公立22大学陸上競技連盟、横浜国立大学

【開催日】2010年9月24日(金)～9月26日(日) 【場　所】 横浜市営三ツ沢陸上競技場 瀧　川　一　輝(招集所)

【運営協力】神奈川陸上競技協会 記録主任； 高　橋　　靖

性別  種  目 風向 1 位1 位1 位1 位 2 位2 位2 位2 位 3 位3 位3 位3 位 4 位4 位4 位4 位 5 位5 位5 位5 位 6 位6 位6 位6 位 7 位7 位7 位7 位 ８ 位８ 位８ 位８ 位

区分 月/日 (高さ/重さ） 風力  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録 

9/26   100m 松山　文奈 12.26 +1.4 輿石　真衣 12.81 +1.4 三島　夕佳 12.86 +1.4 高須　知香梨 12.87 +1.3 寺師　梨恵 13.06 +1.4 古口　夕貴 13.08 +1.4 廣川　美沙紀 13.24 +1.3 小山　ひろみ 13.25 +0.5

ｵｰﾌﾟﾝ 都留文大･2 横市大･3 都留文大･4 都留文大･3 東学大･1 東学大･3 東学大･3 千葉大･4

　女子 9/25   200m 三島　夕佳 26.63 +0.8 五味　未菜子 26.83 +0.8 寺師　梨恵 27.28 +0.8 吉川　愛里 27.71 +0.8 渡邉　知世 28.62 +2.1 花岡　恵梨香 29.39 +2.1 来光　彩加 30.30 +2.1 村上　千尋 31.24 +2.1

都留文大･4 東学大･3 東学大･1 横市大･2 津田塾大･1 津田塾大･2 津田塾大･2 静岡大･1

9/24   400m 飯尾　絢 57.79 奈良　はるか 1:01.67 --- --- --- --- --- --- 

都留文大･4 新潟大･1

9/26  1500m 中島　加奈恵 5:06.51 高野　智代 5:08.56 岸本　未希 5:10.80 木村　世奈 5:15.63 小野　恵理 5:37.02 松岡　由紀子 5:54.87 --- --- 

津田塾大･3 宇都宮大･3 三重大･1 茨城大･1 静岡大･1 外語大･2

9/25  5000m 全員欠場 --- --- --- --- --- --- --- 

9/24 走高跳 小野　里穂子 1.45 --- --- --- --- --- --- --- 

新潟大･1

9/25 走幅跳 川口　夢加 5.40 +2.6 井上　七海 5.29 +2.3 --- --- --- --- --- --- 

東学大･4 東学大･1

9/26 三段跳 記録なし --- --- --- --- --- --- --- 

9/24 砲丸投 鈴木　香織  9.37 星野　千恵  8.09 辻　　はるか  7.34 --- --- --- --- --- 

(4.000kg) 茨城大･2 茨城大･1 茨城大･2

9/26 円盤投 鈴木　香織 29.87 弓削　真理子 21.12 辻　　はるか 19.09 --- --- --- --- --- 

(1.000kg) 茨城大･2 茨城大･4 茨城大･2

9/25 ﾊﾝﾏｰ投 星野　千恵 22.81 城所　舞 18.58 --- --- --- --- --- --- 

(4.000kg) 茨城大･1 茨城大･3

《オープン競技上位記録》

第２５回 国公立22大学対校陸上競技大会


