
種目
100m 江馬　彰俊 10.83 石田　真大 11.01 八木　洋光 11.07 白方　朗史 11.09 渡辺　裕太 11.10 服部　陽平 11.32 工藤　岳大 11.37 中山　拓哉 11.48
風:-0.6 北海道･北海道大 京　都･京都大 宮　城･東北大 奈　良･京都大 佐　賀･東京大 三  重･大阪大 青　森･東北大 愛  知･名古屋大
200m 江馬　彰俊 21.92 石田　真大 21.95 八木　洋光 22.08 瀧口　達也 22.35 内橋　健太 22.50 大野　敦史 22.57 青柳　光裕 22.93 三甲野　裕介 23.11
風:+0.0 北海道･北海道大 京　都･京都大 宮　城･東北大 栃　木･大阪大 福　岡･九州大 京　都･京都大 宮　城･東北大 京　都･京都大
 400m 岡村　健太郎 49.62 大場　創介　 49.69 鈴木　義教 49.98 藤崎　　淳 50.07 牧　　祐輝 50.18 小沼　弘幸 50.48 小林　直人 50.61 涌井　健策 51.23

和歌山･大阪大 愛  知･名古屋大 福　島･東北大 兵　庫･京都大 愛  知･名古屋大 富  山･大阪大 愛  知･北海道大 京　都･京都大
800m 岡本　英也  1:54.79 向山　正晃  1:55.66 新井　邦生  1:56.75 岩田　翔也  1:57.73 小澤　　聡  1:59.54 吉岡　朋啓  1:59.98 佐藤　翔士  2:01.79 田口　聖治  2:07.40

埼　玉･京都大 愛  知･名古屋大 東　京･東京大 愛  知･名古屋大 福  井･東京大 愛  知･名古屋大 京　都･京都大 岡　山･九州大
1500m 岡本　英也  4:00.18 松本　　翔  4:00.91 斉藤　　俊  4:02.35 久保　孝幸  4:03.33 古川　　良  4:03.71 笹野　佳彦  4:03.74 酒井　拓馬  4:04.43 黒澤　徹也  4:04.65

埼　玉･京都大 宮　崎･東京大 東　京･東京大 富  山･名古屋大 愛  知･名古屋大 静  岡･東北大 愛  知･名古屋大 神奈川･東京大
5000m 松本　　翔 15:26.34 本田　将浩 15:28.95 石原　宏尚 15:30.78 齋藤　　純 15:31.40 山崎　佑太郎 15:34.90 小林　義氣 15:45.87 木畑　貴行 15:46.72 藤永　紘基 15:49.88

宮　崎･東京大 愛  知･名古屋大 東　京･東京大 福　島･東北大 長  野･北海道大 新  潟･北海道大 大　阪･大阪大 愛  知･名古屋大
110mH 水谷　太郎 14.74 尾崎　　翔 15.07 内山　善仁 15.09 萩澤　佑樹 15.11 宮川　寛亮 15.20 溝端　竜也 15.59 松野下　明弘 15.76 福間　俊吾 15.82
風:-0.1 兵　庫･京都大 NGR 東　京･東京大 群　馬･北海道大 奈　良･京都大 長  野･北海道大 兵　庫･大阪大 福　岡･九州大 兵　庫･大阪大
400mH 内山　善仁 52.32 白方　朗史 52.47 福間　俊吾 54.09 牧　　祐輝 55.05 伊勢田　明弘 56.27 宮下　昌人 56.32 清原　隆志 56.95 永石　　歩 57.94

群　馬･北海道大 奈　良･京都大 兵　庫･大阪大 愛  知･名古屋大 兵　庫･東京大 新  潟･北海道大 愛  知･名古屋大 愛  知･名古屋大
3000mSC 下瀬　幸男  9:16.56 石原　宏尚  9:18.37 宮山　和也  9:18.52 近藤　学宏  9:20.94 松尾　直茂  9:29.11 北村　　仁  9:31.66 岡田　良平  9:34.90 深谷　　宏  9:38.02

福　岡･九州大 東　京･東京大 新  潟･北海道大 三  重･京都大 兵　庫･大阪大 愛  知･名古屋大 神奈川･東京大 宮　城･東北大
4×100mR 京都大 42.23 東北大 42.29 東京大 42.38 大阪大 42.38 北海道大 42.42 名古屋大 43.23 九州大 55.95

   三甲野　裕介  京　都    工藤　岳大  青　森    福田　　篤   東　京    種子　達也  大　阪    大澤　将人  北海道    木原　　深   愛  知    蔵本　将平  福　岡
   大野　敦史     京　都    八木　洋光  宮　城    渡辺　裕太  佐　賀    瀧口　達也  栃　木    江馬　彰俊  北海道    山田　博之  岐  阜    田中　利幸  福　岡
   白方　朗史     奈　良    佐藤　圭祐  宮　城    斉藤　拓海  群　馬    服部　陽平  三  重    中村　彰男  兵　庫    熊代　哲也  愛  知    武田　裕明  福　岡
   石田　真大     京　都    青柳　光裕  宮　城    尾崎　　翔   東　京    小西　克典  滋　賀    永井　辰哉  北海道    中山　拓哉  愛  知    内橋　健太  福　岡

4×400mR 京都大  3:17.48 北海道大  3:20.68 大阪大  3:20.72 東北大  3:20.94 東京大  3:21.09 名古屋大  3:21.44 九州大  3:24.73
   藤崎　　淳   兵　庫    宮下　昌人  新  潟    岡村　健太郎  和歌山    中嶋　啓太  宮　城    深澤　眞楠     新  潟    清原　隆志  愛  知    末重　　学   福　岡
   石田　真大  京　都    小林　直人  愛  知    田子　秀典     富  山    佐藤　圭祐  宮　城    梶岡　利之     愛  知    牧　　祐輝   愛  知    田中　利幸  福　岡
   白方　朗史  奈　良    瀬川　雅博  北海道    溝端　竜也     兵　庫    田中　裕志  山　形    伊勢田　明弘  兵　庫    山野　貴弘  愛  知    松本　和久  長　崎
   水谷　太郎  兵　庫    内山　善仁  群　馬    小沼　弘幸     富  山    鈴木　義教  福　島    相川　啓佑     埼　玉    大場　創介　愛  知    蔵本　将平  福　岡

トラック 京都大 58点 東京大 45点 北海道大 39点 名古屋大 32点 大阪大 25点 東北大 24点 九州大 8点

走高跳 真鍋　享平 2m00 岡本　聖司 1m83 宮　城･東北大 宮川　寛亮 1m80 持永　　新 1m75 東　京･東京大 倉員　智瑛 1m70 埼　玉･東京大
香  川･大阪大 堀内　康孝 1m83 福　岡･九州大 長  野･北海道大 松久　佳弘 1m75 京　都･京都大 三浦　裕介 1m70 京　都･京都大

溝端　竜也 1m70 兵　庫･大阪大
棒高跳 白井　孝明 4m40 大谷　真人 4m00 山本　剛史 3m80 三浦　裕介 3m40 西川　祐示 3m40 岐  阜･名古屋大 木村　　剛 3m20 浅妻　　理 3m20

宮　城･東北大 北海道･東京大 宮　城･東北大 京　都･京都大 溝端　竜也 3m40 兵　庫･大阪大 大　阪･東京大 石  川･北海道大
走幅跳 竹内　昌男   7m37 尾崎　　翔   7m06 武安　光太郎   7m01 高橋　　淳   6m87 堀内　康孝   6m66 萩澤　佑樹   6m62 吉良　佳晃   6m54 松尾　頼憲   6m51

徳  島･東京大 風:+1.4 東　京･東京大 風:+1.9 東　京･東京大 風:+2.2 北海道･北海道大 風:+1.8 福　岡･九州大 風:-1.4 奈　良･京都大 風:+0.5 兵　庫･京都大 風:+0.1 大　阪･名古屋大 風:-0.5
三段跳 武安　光太郎  14m74 倉員　智瑛  14m42 北島　明文  14m33 高橋　　淳  14m10 井口　和之  13m99 小倉　英輔  13m97 堀内　祥之  13m77 佐野　太郎  13m75

東　京･東京大 風:+1.4 埼　玉･東京大 風:+0.6 京　都･京都大 風:+1.2 北海道･北海道大　　　　　　風:+東　京･大阪大 風:+1.0 滋　賀･九州大 風:+0.7 福　岡･九州大 風:+1.9 東　京･東京大 風:+0.0
砲丸投 森川　陽介  12m28 上田　雄義  12m25 今泉　卓真  12m03 菊地　晃一  11m99 合田　隆彦  11m18 萩澤　佑樹  11m01 山村　彰紀  10m83 嶋田　研志郎  10m76

京　都･京都大 奈　良･大阪大 宮　城･東北大 山　形･東北大 岡　山･東京大 奈　良･京都大 愛  知･名古屋大 奈　良･京都大
円盤投 合田　隆彦  38m55 菊地　晃一  36m01 今泉　卓真  35m71 藤澤　鐘吾  34m30 上田　雄義  34m08 山村　彰紀  33m54 木村　祐典  30m36 佐藤　慎祐  29m84

岡　山･東京大 山　形･東北大 宮　城･東北大 栃　木･東北大 奈　良･大阪大 愛  知･名古屋大 山　口･九州大 京　都･京都大
ハンマー投 田中　聡一  43m60 太田　祐輔  42m30 今泉　卓真  42m20 岩井　貴司  40m43 山村　彰紀  39m86 庄司　　宇  38m99 佐藤　敬直  37m82 依田　典朗  37m58

京　都･京都大 大　阪･大阪大 宮　城･東北大 大　阪･大阪大 愛  知･名古屋大 山　形･東京大 岩  手･東北大 宮　城･東北大
やり投 上田　雄義  59m50 北川　昂広  53m33 佐藤　紘一  51m59 澤戸　史貴  51m18 西川　祐示  50m95 萩澤　佑樹  50m28 佐藤　慎祐  47m06 関原　孝之  46m83

奈　良･大阪大 神奈川･東京大 広　島･九州大 静  岡･北海道大 岐  阜･名古屋大 奈　良･京都大 京　都･京都大 愛  知･東京大
フィールド 東京大 46.5点 東北大 37.5点 大阪大 30.5点 京都大 23.5点 北海道大 12点 九州大 11.5点 名古屋大 6.5点

総合 東京大 91.5点 京都大 81.5点 東北大 61.5点 大阪大 55.5点 北海道大 51点 名古屋大 38.5点 九州大 19.5点
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大津市皇子山総合運動公園陸上競技場
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