
第５６回　関東甲信越大学体育大会・陸上競技 07491914 決勝記録一覧表（男子）
主催：関東甲信越大学体育大会協議会 平成１９年８月２５日（土）～２６日（日） 笠松運動公園陸上競技場

後援：(財)茨城県体育協会・茨城県教育委員会・ひたちなか市教育委員会・他 081010

主管：茨城大学・茨城陸上競技協会

月日 種目

100m 箕輪　　哲志 (2) 10.89 久米田　　航 (3) 10.90 森田　　　元 (4) 10.95 星　　　洋輔 (4) 10.96 伊藤　　弘人 (4) 10.97 宮本　　　学 (3) 10.99 福田　　雄介 (4) 11.02 高須　　大樹 (1) 11.07

風:+0.5 神奈川：横浜国立大学 青森：筑波大学 埼玉：埼玉大学 福島：埼玉大学 新潟：新潟大学 埼玉：埼玉大学 群馬：群馬大学 山梨：都留文科大学

200m 佐藤　　恒一 (4) 21.91 橋本　　章吾 (4) 21.91 青木　　邦成 (1) 22.11 箕輪　　哲志 (2) 22.14 高須　　大樹 (1) 22.16 伊藤　裕一郎 (2) 22.22 前田　　　慧 (3) 22.26 櫛引　　　亮 (2) 22.36

風:-0.3 群馬：群馬大学 山梨：山梨大学 静岡：都留文科大学 神奈川：横浜国立大学 山梨：都留文科大学 埼玉：埼玉大学 鳥取：横浜国立大学 岩手：埼玉大学

佐藤　　恒一 (4) 48.26 橋本　　章吾 (4) 48.86 伊藤　森太朗 (1) 48.94 前田　　　慧 (3) 49.10 三村　　達也 (2) 49.76 今泉　　和真 (4) 49.92 伊藤　裕一郎 (2) 49.97 岸本　　　拓 (3) 50.53

群馬：群馬大学 山梨：山梨大学 長野：筑波大学 鳥取：横浜国立大学 栃木：宇都宮大学 茨城：埼玉大学 埼玉：埼玉大学 山梨：山梨大学

遠藤　　　智 (3) 1.53.03 大河原　佑介 (3) 1.53.57 山本　　敏之 (2) 1.55.08 今泉　　和真 (4) 1.56.00 岸本　　　拓 (3) 1.56.73 江田　　迪彌 (3) 1.57.52 石井　　佑介 (2) 1.58.21 市川　　裕之 (2) 1.59.97

東京：筑波大学 山梨：山梨大学 山梨：山梨大学 茨城：埼玉大学 山梨：山梨大学 神奈川：横浜市立大学 新潟：千葉大学 栃木：宇都宮大学

中山　　壮一 (4) 3.55.74 佐川　　明宏 (4) 3.57.24 遠藤　　　智 (3) 3.57.94 岡崎　　浩樹 (3) 3.59.63 田中　健太郎 (2) 4.00.81 大河原　佑介 (3) 4.01.53 桶田　　　武 (4) 4.02.13 小林　　真也 (4) 4.02.33

神奈川：横浜国立大学 千葉：千葉大学 東京：筑波大学 石川：茨城大学 埼玉：筑波大学 山梨：山梨大学 埼玉：埼玉大学 新潟：新潟大学

中山　　壮一 (4) 15.12.66 秋山　　陽祐 (4) 15.19.64 渡辺　　雄馬 (3) 15.23.13 小林　　真也 (4) 15.27.70 三澤　　秀匡 (2) 15.29.61 角田　　　圭 (3) 15.36.89 加藤　　隆太 (3) 15.41.33 牧田　　英士 (5) 15.48.74

神奈川：横浜国立大学 茨城：茨城大学 茨城：茨城大学 新潟：新潟大学 群馬：群馬大学 群馬：群馬大学 神奈川：横浜国立大学 山梨：山梨大学

110mH(1.067m) 斉藤　　太郎 (3) 14.86 沢辺　　直人 (4) 14.90 山村　　侑平 (4) 15.36 近江　　秀明 (1) 15.61 久保　　　樹 (2) 15.62 後藤　　雅彦 (1) 15.74 土屋　　憲佑 (4) 15.84 武井　　隼児 (1) 18.73

風:+0.1 山梨：山梨大学 山梨：山梨大学 福岡：筑波大学 新潟：筑波大学 香川：横浜国立大学 栃木：茨城大学 山梨：山梨大学 群馬：群馬大学

400mH 斉藤　　太郎 (3) 52.23 関根　　良博 (3) 53.32 上杉　　明弘 (1) 54.30 渡邊　　　亮 (2) 54.42 岩木　　佑太 (2) 55.00 矢沢　　幸隆 (2) 55.16 山下　　弘文 (3) 55.26 清水　　尭之 (1) 56.81

(0.914m) 山梨：山梨大学 福島：筑波大学 茨城：茨城大学 神奈川：横浜国立大学 群馬：群馬大学 群馬：筑波大学 広島：茨城大学 群馬：群馬大学

三澤　　秀匡 (2) 9.39.47 酒井　　潤一 (3) 9.47.35 飯山　　直義 (4) 9.51.12 大橋　　　諒 (2) 9.56.99 永見　聡一郎 (1) 10.02.08 加藤　　隆太 (3) 10.04.92 小野　　勝也 (2) 10.09.00 手倉森　洋人 (2) 10.10.22

群馬：群馬大学 埼玉：埼玉大学 群馬：群馬大学 神奈川：横浜国立大学 長崎：筑波大学 神奈川：横浜国立大学 栃木：宇都宮大学 青森：茨城大学

埼玉：埼玉大学 41.57 山梨：山梨大学 41.88 神奈川：横浜国立大学　　　42.18 群馬：群馬大学 42.23 茨城：筑波大学 42.27 千葉：千葉大学 42.70 茨城：茨城大学 42.96 栃木：宇都宮大学 43.03

  鈴木　　英稔 (2)   原田　　達矢 (4)   倉田　　秀樹 (4)   岩崎　　将大 (2)   久米田　　航 (3)   江田　　拓也 (3)   後藤　　雅彦 (1)   青木　　政裕 (4)

  星　　　洋輔 (4)   斉藤　　太郎 (3)   前田　　　慧 (3)   佐藤　　恒一 (4)   赤堀　　光哉 (1)   中山　　洋平 (3)   和田　　和幸 (1)   佐藤　慎太郎 (3)

  森田　　　元 (4)   土屋　　吉史 (1)   箕輪　　哲志 (2)   佐瀬　　景祐 (3)   金林　　　睦 (3)   青柳　　一生 (2)   西尾　謙次郎 (3)   佐藤　　正淑 (3)

  宮本　　　学 (3)   橋本　　章吾 (4)   安土　　悠太 (2)   福田　　雄介 (4)   伊藤 森太朗 (1)   松前　　　元 (3)   中野　　雅利 (3)   三村　　達也 (2)

栃木：宇都宮大学 3.15.05 山梨：山梨大学 3.16.41 神奈川：横浜国立大学     3.17.34 茨城：筑波大学 3.17.40 埼玉：埼玉大学 3.18.47 群馬：群馬大学 3.20.14 千葉：千葉大学 3.23.11 新潟：新潟大学 3.28.65

  佐藤　　正淑 (3)   福島　　秀彰 (5)   長谷川　達郎 (3)   矢沢　　幸隆 (2)   今泉　　和真 (4)   鳩山　　和弘 (3)   岩田　　朋大 (3)   成田　　彰吾 (1)

  加藤　　俊宏 (3)   斉藤　　太郎 (3)   安土　　悠太 (2)   遠藤　　　智 (3)   伊藤　裕一郎 (2)   佐藤　　恒一 (4)   金田　　翔太 (1)   立花　　俊彦 (2)

  広木　　祐一 (4)   大河原　佑介 (3)   渡邊　　　亮 (2)   関根　　良博 (3)   星　　　洋輔 (4)   武井　　隼児 (1)   原   朋也 (3)   西潟　　裕一 (2)

  三村　　達也 (2)   橋本　　章吾 (4)   前田　　　慧 (3)   伊藤 森太朗 (1)   宮本　　　学 (3)   岩木　　佑太 (2)   吉野　　雄朗 (4)   小野　　泰義 (3)

遠藤　　哲哉 (4) 2m06 佃　　　優貴 (2) 2m06 山田　　直人 (1) 2m03 渡部　　　大 (2) 2m00 ④田村　　雅樹 (3) 2m00 萩原　　康太 (2) 1m95 沢辺　　直人 (4) 1m90 石川　　信暁 (4) 1m90

福島：埼玉大学 兵庫：筑波大学 栃木：宇都宮大学 新潟：新潟大学 山梨：山梨大学 群馬：群馬大学 山梨：山梨大学 石川：筑波大学

内川　　雄一 (2) 4m40 佃　　　優貴 (2) 4m00 沢辺　　直人 (4) 3m80 近江　　秀明 (1) 3m60 ④後藤　　　亮 (3) 3m60 片桐　　直也 (4) 3m40 森　　林太郎 (3) 3m20

山梨：山梨大学 兵庫：筑波大学 山梨：山梨大学 新潟：筑波大学 栃木：宇都宮大学 栃木：横浜国立大学 山梨：山梨大学

福田　　雄介 (4) 7m07 原田　　達矢 (4) 7m06 岩崎　　将大 (2) 6m92 山田　　直人 (1) 6m92 平本　　千啓 (1) 6m91 石川　　信暁 (4) 6m90 島津　　直弥 (2) 6m88 井上　　和人 (2) 6m81

群馬：群馬大学 +1.9 山梨：山梨大学 +1.4 群馬：群馬大学 +1.8 栃木：宇都宮大学 +1.2 富山：横浜国立大学　　　　　 +1.5 石川：筑波大学 +1.6 長野：千葉大学 +2.0 山梨：山梨大学 +1.0 

石川　　信暁 (4) 14m84 田口　　典裕 (1) 14m60 福良　　　翔 (3) 14m41 山本　　祥平 (2) 14m37 田村　　雅樹 (3) 14m32 林　　　陵平 (1) 14m29 征矢　　晋吾 (2) 14m15 宮本　　卓朗 (3) 14m00

石川：筑波大学 -1.2 栃木：宇都宮大学 0.0 静岡：横浜国立大学　　　　　　-0.1 新潟：新潟大学 +0.6 山梨：山梨大学 +1.9 山形：都留文科大学　　　　　+1.9 茨城：筑波大学 +0.5 栃木：宇都宮大学 +1.4 

砲丸投 相京　　優也 (4) 13m36 久保田　尊士 (3) 13m09 小町　　昂史 (4) 11m97 益子　　倫行 (2) 11m74 高階　　一也 (1) 11m63 荘　　　富清 (2) 11m47 田村　　祐太 (2) 11m47 近藤　　教憲 (2) 10m96

7.260kg 群馬：群馬大学 山梨：山梨大学 石川：山梨大学 埼玉：筑波大学 神奈川：横浜国立大学 山梨：筑波大学 栃木：群馬大学 山梨：山梨大学

円盤投 竹田　　眞宏 (4) 43m29 坂寄　　信行 (4) 37m25 近藤　　教憲 (2) 36m03 木村　　太郎 (4) 35m85 田村　　祐太 (2) 34m68 桜井　　太郎 (4) 34m59 辻　　　明宏 (1) 34m59 高階　　一也 (1) 32m72

2.000kg 新潟：新潟大学 栃木：宇都宮大学 山梨：山梨大学 新潟：新潟大学 栃木：群馬大学 群馬：群馬大学 茨城：筑波大学 神奈川：横浜国立大学

ハンマー投 益子　　倫行 (2) 46m91 秦　　　知久 (2) 46m26 小町　　昂史 (4) 45m18 久保田　尊士 (3) 42m97 桜井　　太郎 (4) 34m85 高階　　一也 (1) 33m86 近藤　　教憲 (2) 32m35 眞山　　駿一 (4) 29m71

7.260kg 埼玉：筑波大学 栃木：埼玉大学 石川：山梨大学 山梨：山梨大学 群馬：群馬大学 神奈川：横浜国立大学 山梨：山梨大学 山梨：都留文科大学

やり投 佐川　　太一 (2) 59m02 東谷　　　洵 (3) 58m28 近江　　秀明 (1) 58m16 原　　　朋也 (3) 55m16 後藤　　　亮 (3) 54m30 桜井　　太郎 (4) 52m42 秦　　　知久 (2) 52m24 高橋　　昭吾 (2) 51m72

800g 群馬：群馬大学 神奈川：横浜国立大学 新潟：筑波大学 栃木：千葉大学 栃木：宇都宮大学 群馬：群馬大学 栃木：埼玉大学 山梨：山梨大学

山梨大学 143点 筑波大学 122点 群馬大学 102点 横浜国立大学 95点 埼玉大学 66点 宇都宮大学 50.5点 新潟大学 34点 茨城大学 32点

記録情報主任　柴田　克英
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第５６回　関東甲信越大学体育大会・陸上競技 07491914 決勝記録一覧表（女子）
主催：関東甲信越大学体育大会協議会 平成１９年８月２５日（土）～２６日（日） 笠松運動公園陸上競技場

後援：(財)茨城県体育協会・茨城県教育委員会・ひたちなか市教育委員会・他 081010

主管：茨城大学・茨城陸上競技協会

月日 種目

100m 岡部　　奈緒 (1) 11.90 長倉　　由佳 (2) 12.12 佐野　　夢加 (4) 12.15 内山　　由理 (5) 12.41 馬渕　さお里 (3) 12.41 水谷　　友紀 (2) 12.48

風:+1.9 千葉：筑波大学 EGR 静岡：都留文科大学 山梨：都留文科大学 群馬：群馬大学 岐阜：筑波大学 三重：都留文科大学

200m 岡部　　奈緒 (1) 24.51 長倉　　由佳 (2) 24.59 秋山　あず沙 (4) 25.36 與儀　　芽衣 (3) 25.57 内山　　由理 (5) 25.58 飯尾　　　絢 (1) 25.64 高橋　絵梨佳 (4) 25.82 鈴木　はるか (3) 25.88

風:-0.7 千葉：筑波大学 静岡：都留文科大学 新潟：筑波大学 神奈川：横浜国立大学 群馬：群馬大学 静岡：都留文科大学 神奈川：横浜国立大学 静岡：都留文科大学

飯尾　　　絢 (1) 56.58 上田　　千暁 (2) 57.42 小澤　　洋子 (2) 57.95 高橋　絵梨佳 (4) 58.78 野澤　麻里絵 (3) 58.95 八木原　智美 (3) 59.53 東田　　聡美 (3) 59.83 高橋　　由衣 (1) 61.69

静岡：都留文科大学 山梨：都留文科大学 静岡：都留文科大学 神奈川：横浜国立大学 栃木：宇都宮大学 福岡：筑波大学 山梨：山梨大学 山形：埼玉大学

小澤　　洋子 (2) 2.17.80 笹本　　　絢 (1) 2.17.88 清水　美沙子 (3) 2.18.09 高橋　　由衣 (1) 2.18.39 山本　　ゆき (1) 2.18.41 狩野　　温子 (1) 2.20.58 道越　　愛美 (1) 2.22.81 渡辺　　智子 (2) 2.25.73

静岡：都留文科大学 静岡：都留文科大学 埼玉：筑波大学 山形：埼玉大学 愛知：筑波大学 群馬：群馬大学 神奈川：横浜国立大学 福島：新潟大学

狩野　　温子 (1) 10.00.55 野田　　春香 (3) 10.03.69 筧　　　千佳 (3) 10.07.25 山本　　ゆき (1) 10.13.18 竹内　　沙知 (2) 10.15.67 河村　　　望 (4) 10.20.44 渡辺　　智子 (2) 10.29.55 柚木園　　悠 (2) 10.32.43

群馬：群馬大学 茨城：茨城大学 静岡：茨城大学 愛知：筑波大学 千葉：千葉大学 神奈川：横浜国立大学 福島：新潟大学 神奈川：横浜国立大学

100mH(0.840m) 木村　　文子 (1) 14.08 大橋　千奈都 (1) 14.27 與儀　　芽衣 (3) 14.32 生井　　美有 (1) 14.71 寺田　　ゆず (1) 15.09 上田　　千暁 (2) 15.58 島田　　和佳 (2) 15.82 石崎　あゆみ (3) 15.96

風:-0.7 広島：横浜国立大学            NGR 栃木：筑波大学 神奈川：横浜国立大学 茨城：茨城大学 兵庫：都留文科大学 山梨：都留文科大学 徳島：都留文科大学 茨城：茨城大学

山梨：都留文科大学          47.22 茨城：筑波大学 47.73 神奈川：横浜国立大学        47.79 茨城：茨城大学 49.26 栃木：宇都宮大学 49.37 埼玉：埼玉大学 50.65 山梨：山梨大学 50.83 群馬：群馬大学 51.73

  水谷　　友紀 (2) NGR   水野　　智深 (3)   本間　　　南 (4)   石崎　あゆみ (3)   長谷川　未希(1)   高木　　美佳 (4)   佐藤　　裕子 (1)   吉野　　真央 (3)

  長倉　　由佳 (2)   岡部　　奈緒 (1)   木村　　文子 (1)   生井　　美有 (1)   川本　　　睦 (1)   望月　　美希 (3)   東田　　聡美 (3)   内山　　由理 (5)

  上田　　千暁 (2)   秋山　あず沙 (4)   高橋　絵梨佳(4)   鈴木　　麻理 (1)   野澤　麻里絵(3)   本田　つかさ (1)   浅川　　享子 (2)   飯山　　彩加 (2)

  佐野　　夢加 (4)   馬渕　さお里 (3)   與儀　　芽衣 (3)   森　　あゆ美 (2)   森井　　　翠 (2)   菱沼　　美穂 (1)   三澤　　真理 (3)   小須田　一恵 (3)

小澤　　美希 (2) 1m70 森　　あゆ美 (2) 1m65 杉山　　結衣 (2) 1m55 保坂　　美礼 (2) 1m50 尾崎　　友美 (2) 1m50 青野　　杏子 (1) 1m45 渡部　　瑛梨 (4) 1m45 遠山　　　心 (3) 1m40

神奈川：横浜国立大学 茨城：茨城大学 山梨：都留文科大学 山梨：都留文科大学 茨城：茨城大学 茨城：千葉大学 群馬：群馬大学 北海道：筑波大学

木村　　文子 (1) 6m03 +2.4 飯山　　彩加 (2) 5m52 +3.3 加藤　　苑美 (1) 5m52 +2.4 志村　　弥生 (4) 5m43 杉山　　結衣 (2) 5m38 谷岡　祐三子 (1) 5m33 吉野　　真央 (3) 5m24 保坂　　美礼 (2) 5m23

広島：横浜国立大学    5m94 +1.7 栃木：群馬大学           5m51 +0.5 神奈川：横浜国立大学 5m35 +1.0 山梨：都留文科大学 +1.0 山梨：都留文科大学　　　　　+1.0 兵庫：筑波大学 -0.7 栃木：群馬大学 +2.0 山梨：都留文科大学　　　　　　-1.7

砲丸投 蛭田　　伶菜 (1) 14m03 弓削　真理子 (1) 10m71 宮本　理陽子 (1) 10m54 戸波　　杏子 (2) 9m75 長谷川　未希 (1) 9m63 西野　　秀子 (4) 9m58 北村　有里沙 (3) 9m04 樫内  奈緒美 (4) 9m01

4.000kg 兵庫：筑波大学 NGR 千葉：茨城大学 茨城：筑波大学 北海道：筑波大学 栃木：宇都宮大学 山梨：山梨大学 山梨：都留文科大学 新潟：新潟大学

円盤投 蛭田　　伶菜 (1) 40m68 宮本　理陽子 (1) 37m60 二見　有紀乃 (2) 36m00 南　　加奈恵 (2) 32m58 竹渕　　　唯 (1) 29m68 町岡　絵里香 (2) 29m68 西野　　秀子 (4) 27m98 北村　有里沙 (3) 26m56

1.000kg 兵庫：筑波大学 茨城：筑波大学 栃木：茨城大学 山梨：山梨大学 山梨：山梨大学 石川：筑波大学 山梨：山梨大学 山梨：都留文科大学

やり投 宮本　理陽子 (1) 50m52 町岡　絵里香 (2) 47m54 西野　　秀子 (4) 40m52 三澤　　真理 (3) 38m40 長谷川　未希 (1) 37m62 野末　明日香 (2) 37m24 蛭田　　伶菜 (1) 35m72 杉山　　香織 (2) 35m12

600ｇ 茨城：筑波大学 石川：筑波大学 山梨：山梨大学 山梨：山梨大学 栃木：宇都宮大学 千葉：千葉大学 兵庫：筑波大学 栃木：宇都宮大学

筑波大学 116点 都留文科大学 104点 横浜国立大学 60点 茨城大学 48点 群馬大学 32点 山梨大学 29点 宇都宮大学 17点 千葉大学 10点

凡例：NGR：大会新/EGR：大会タイ 記録情報主任　柴田　克英
　　　

8/26

走高跳

8/26

8/26 800m

8/26 走幅跳

8/26

8/25

8/26

８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

4X100mR

総合得点

７位

400m

3000m

8/25

8/25

8/25

8/25

8/25

８月２５日（土）

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
10:00 晴 29.9 63 北東 0.1
11:00 晴 29.5 65 東 0.3
12:00 晴 30.0 65 南東 0.6
13:00 晴 29.4 66 東 1.2
14:00 晴 29.2 67 南東 1.6
15:00 晴 28.9 67 東南東 1.8

８月２６日（日）

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s
9:30 晴 30.6 58 西 0.7
10:00 晴 31.8 69 南西 1.0
11:00 晴 32.4 65 南 1.2
12:00 晴 33.0 60 南 0.5
13:00 晴 34.0 55 西北西 0.5
14:00 晴 30.8 65 南西 1.2
15:00 晴 31.0 60 南南東 3.0


