
主　　催： 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

大会名：第59回全国七大学対校女子陸上競技大会 主　　管：

場　所：宮城陸上競技場 運営協力：

期　日：平成20年8月2日(土)･3日(日)

期日

中山　拓哉 (4) 10″95 吉田　繁治 (2) 10″96 江馬　彰俊 (4) 11″02 大崎　祐摩 (4) 11″19 見置　高士 (4) 11″19 山崎　雄大 (2) 11″22 大家賢志郎 (2) 11″23 有村　　孝 (2) 11″50

風： -1.5 名大･三重 京大･京都 北大･北海道 九大･福岡 着差あり 名大･三重 着差あり 名大･愛知 阪大･大阪 阪大･兵庫

中山　拓哉 (4) 21″66 見置　高士 (4) 22″09 吉田　繁治 (2) 22″18 江馬　彰俊 (4) 22″20 大家賢志郎 (2) 22″55 大崎　祐摩 (4) 22″57 武田　考功 (3) 22″94 久保　慶護 (3) 23″07

風： -1.1 名大･三重 名大･三重 京大･京都 北大･北海道 阪大･大阪 九大･福岡 阪大･大阪 京大･京都

岡村健太郎 (4) 48″24 田中　裕志 (4) 48″30 萩生　翔大 (2) 49″49 相澤　祐介 (4) 49″68 高野　陽介 (3) 49″80 小福田大輔 (4) 49″84 小林　直人 (4) 49″92 武田　裕明 (4) 49″93

阪大･和歌山 東北大･山形 京大･京都 北大･青森 阪大･大阪 東大･東京 北大･愛知 九大･福岡

山田　佳祐 (2) 1′57″50 佐藤　翔士 (4) 1′57″68 井上　博人 (2) 1′58″19 渡邉　拓也 (2) 1′59″21 本間　亮太 (2) 1′59″23 加藤　欣也 (4) 1′59″49 早川　慎一 (3) 2′00″15 田口　聖治 (4) 2′06″76

阪大･静岡 京大･京都 名大･愛知 東大･栃木 東北大･宮城 名大･京都 名大･愛知 九大･岡山

小山　俊之 (2) 4′02″81 中山　祐作 (3) 4′04″23 竹俣　直道 (2) 4′04″51 久保　孝幸 (4) 4′04″84 小山　裕之 (3) 4′05″30 阪口　剛志 (3) 4′07″29 斎藤　　純 (4) 4′07″58 山田　竜也 (1) 4′08″29

京大･京都 北大･富山 東大･東京 名大･富山 京大･京都 名大･岐阜 東北大･福島 東大･愛知

小山　俊之 (2) 15′19″01 松葉　正統 (4) 15′20″16 竹俣　直道 (2) 15′20″79 村西　研郎 (2) 15′22″85 福井　剛志 (3) 15′27″51 東　　大貴 (1) 15′27″71 山本　崇博 (2) 15′37″24 前田　達朗 (4) 15′40″88

京大･京都 阪大･大阪 東大･東京 名大･滋賀 九大･福岡 東大･北海道 名大･静岡 京大･山口

松野下明弘 (4) 15″09 尾崎　　翔 (4) 15″40 岩崎　辰哉 (2) 15″48 南　勇一郎 (3) 15″64 酒谷　彰一 (2) 15″70 一ノ倉　聖 (2) 15″99 村上　　卓 (3) 16″05 増本健太郎 (2) 16″55

風： -1.4 九大･福岡 東大･東京 東北大･三重 阪大･大阪 東大･富山 東北大･宮城 北大･北海道 東大･広島

牧　　祐輝 (5) 53″93 村上　　卓 (3) 54″31 柴田　智弘 (3) 54″33 福田　安良 (4) 55″06 深澤　眞楠 (3) 55″47 赤木　　裕 (2) 56″74 小間　洋和 (1) 56″88 岡本　京祐 (3) 57″65

名大･愛知 北大･北海道 東北大･宮城 九大･福岡 東大･新潟 東大･広島 阪大･大阪 京大･京都

近藤　学宏 (4) 9′23″14 山田　　唯 (2) 9′26″36 佐藤　　航 (4) 9′33″58 島田　健作 (4) 9′33″81 山根　裕樹 (2) 9′36″08 松尾　直茂 (4) 9′36″81 山崎　貴裕 (3) 9′48″14 飯塚　彬光 (3) 9′51″72

京大･三重 京大･京都 名大･愛知 東北大･宮城 阪大･島根 阪大･兵庫 東大･埼玉 名大･愛知

名古屋大学 41″28 北海道大学 42″13 大阪大学 42″22 九州大学 42″32 京都大学 42″37 東京大学 42″68 東北大学 42″81

見置　高士 (4)     三重 草野　　周 (4)     宮城 来間　亮太 (2)     大阪 杉野　　嶺 (2)     福岡 前田　峰尚 (2)     三重 都井　　紘 (3)     東京 鈴木　一輝 (1)     宮城

山崎　雄大 (2)     愛知 飯田　　謙 (2)     北海道 大家賢志郎 (2)     大阪 大崎　祐摩 (4)     福岡 有山　啓史 (4)     奈良 福田　　篤 (4)     東京 富樫　宏朗 (2)     宮城

木原　　深 (4)     岐阜 小林　直人 (4)     愛知 有村　　孝 (2)     兵庫 堀内　康孝 (3)     福岡 久保　慶護 (3)     京都 朏島　一樹 (1)     神奈川 神林　啓人 (4)     長野

中山　拓哉 (4)     三重 江馬　彰俊 (4)     北海道 武田　考功 (3)     大阪 武田　裕明 (4)     福岡 吉田　繁治 (2)     京都 尾崎　　翔 (4)     東京 田中　裕志 (4)     山形

東北大学 3′18″57 北海道大学 3′19″64 九州大学 3′20″24 東京大学 3′20″84 京都大学 3′22″48 大阪大学 3′24″95 名古屋大学 3′25″24

高林　佑輔 (1)     宮城 相澤　祐介 (4)     青森 大崎　祐摩 (4)     福岡 小福田大輔 (4)     東京 吉川　直樹 (3)     兵庫 高野　陽介 (3)     大阪 藤浪　大輔 (1)     愛知

柴田　智弘 (3)     宮城 小林　直人 (4)     愛知 武田　裕明 (4)     福岡 梶岡　利之 (4)     愛知 萩生　翔大 (2)     京都 有村　　孝 (2)     兵庫 牧　　祐輝 (5)     愛知

遠藤　智之 (2)     宮城 瀬川　雅博 (4)     北海道 堀内　康孝 (3)     福岡 深澤　眞楠 (3)     新潟 山口　芳弘 (1)     大阪 大家賢志郎 (2)     大阪 林　　拓人 (1)     愛知

田中　裕志 (4)     山形 江馬　彰俊 (4)     北海道 福田　安良 (4)     福岡 兵頭　直弥 (2)     鹿児島 佐藤　翔士 (4)     京都 岡村健太郎 (4)     和歌山 井上　博人 (2)     愛知

滝川　　憲 (1) 1m95 竹内　将人 (2) 1m95 藤田　　光 (1) 1m95 岡本　聖司 (4) 1m90 齋藤　　達 (1) 1m85 藤澤　鐘吾 (4) 東北大･栃木 1m80 小福田大輔 (4) 1m80

阪大･大阪 北大･東京 北大･茨城 東北大･宮城 東北大･山形 吉永　光宏 (2) 阪大･福岡 1m80 東大･東京

白井　孝明 (3) 4m50 秋元　一志 (1) 4m40 大谷　真人 (4) 4m40 田中　皓介 (1) 4m20 西川　祐示 (3) 4m00 小西　康晴 (2) 4m00 中野　祥平 (1) 4m00 土居　富裕 (1) 3m90

東北大･宮城 京大･三重 東大･北海道 京大･岐阜 名大･岐阜 京大･京都 名大･愛知 東大･愛媛

藤澤　鐘吾 (4) 7m15 : +2.0 山田　博之 (3) 7m12 : +1.1 花谷　　昴 (3) 7m09 : +2.0 尾崎　　翔 (4) 7m05 : +0.2 鈴木　一輝 (1) 6m98 : +1.3 飯田　　謙 (2) 6m90 : +1.8 堀内　康孝 (3) 6m90 : +0.6 井口　和之 (3) 6m84 : +0.4

東北大･栃木 名大･岐阜 阪大･京都 東大･東京 東北大･宮城 北大･北海道 ※6m87 :+0.2 九大･福岡 ※6m65 :+2.9 阪大･東京

花谷　　昴 (3) 14m99 : +2.5 井口　和之 (3) 14m69 : +1.1 瀧澤　翔太 (2) 14m31 : +0.1 廣瀬　　彬 (3) 14m01 : +2.5 出口　政孝 (1) 13m73 : +1.0 齋藤　　達 (1) 13m64 : +0.4 秋山　　源 (3) 13m62 : 0.0 松田　拓也 (1) 13m52 : 0.0

阪大･京都 阪大･東京 東北大･宮城 東大･兵庫 阪大･三重 東北大･山形 京大･新潟 九大･佐賀

今泉　卓真 (3) 12m25 菊地　晃一 (4) 11m75 藤澤　鐘吾 (4) 11m52 平野　実晴 (1) 11m50 嶋田研志郎 (3) 11m42 前田　拓樹 (2) 11m07 池田　雄紀 (2) 10m75 太田　祐輔 (3) 10m37

東北大･秋田 東北大･山形 東北大･栃木 京大･愛知 京大･奈良 阪大･富山 阪大･福井 阪大･大阪

今泉　卓真 (3) 35m96 菊地　晃一 (4) 35m54 藤澤　鐘吾 (4) 35m54 太田　祐輔 (3) 31m75 佐藤　慎祐 (3) 31m42 西川　祐示 (3) 30m93 関原　孝之 (3) 30m12 三浦　裕介 (4) 29m87

東北大･秋田 東北大･山形 ※35m43 東北大･栃木 ※35m30 阪大･大阪 京大･岡山 名大･岐阜 阪大･愛知 京大･京都

今泉　卓真 (3) 45m40 池田　雄紀 (2) 41m01 三浦　裕介 (4) 38m17 佐藤　敬直 (4) 38m15 久下　哲寛 (4) 37m66 寺島　孝明 (3) 37m24 佐藤　慎祐 (3) 33m05 千葉　伸宏 (2) 32m32

東北大･秋田 阪大･福井 京大･京都 東北大･岩手 京大･京都 東大･東京 京大･岡山 東大･岩手

杉本　和志 (1) 63m06 谷　彰一郎 (3) 61m58 橋田　金重 (3) 58m79 齊藤　正輝 (2) 55m29 佐藤　慎祐 (3) 53m09 前田　拓樹 (2) 51m55 西川　祐示 (3) 51m50 藤澤　鐘吾 (4) 50m19

東北大･静岡 東大･大阪 北大･奈良 阪大･兵庫 京大･岡山 阪大･富山 名大･岐阜 東北大･栃木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NGR:大会新記録  ※:セカンド記録
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決　勝　記　録　一　覧　表　( 男　子 ）
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東 北 大 学 陸 上 競 技 部

東 北 学 生 陸 上 教 示 連 盟

宮 城 陸 上 競 技 協 会


