
第４８回　千葉大学茨城大学対校陸上競大会 13631101 ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平

茨城県笠松運動公園陸上競技場 081010 フィールド審判長 鈴木　喜雄

主催　茨城大学・茨城陸上競技協会
記録・情報処理主

任
柴田　克英

日付 種目

伊藤　太一(4) 10.61 伊藤　林大郎(2) 11.29 阿部　永(4) 11.34 平沼　清一(2) 11.36 入江　奏(4) 11.40 明石　涼(2) 11.53

茨城大 GR 茨城大 千葉大 茨城大 千葉大 千葉大

伊藤　太一(4) 21.53 宮本　秀斗(1) 22.22 小泉　太一(2) 22.33 平沼　清一(2) 23.17 明石　涼(2) 23.39 佐藤　州太(1) 24.30

茨城大 GR 茨城大 千葉大 茨城大 千葉大 千葉大

小泉　太一(2) 49.70 福田　智仁(2) 50.38 柴　俊博(4) 52.06 田中　優哉(1) 52.51 川部　優太(4) 52.60 平岡　卓(2) 54.10

千葉大 茨城大 茨城大 千葉大 茨城大 千葉大

小澤　晃太郎(1) 2:01.00 奥山　康太(2) 2:02.25 原田　恵吾(1) 2:02.71 國分　佑太(2) 2:04.85 菅澤　純也(3) 2:05.36 城石　俊朗(4) 2:05.93

茨城大 茨城大 千葉大 千葉大 千葉大 茨城大

加藤　俊介(4) 4:14.86 濱元　勇樹(3) 4:17.04 樋口　達郎(3) 4:17.54 佐川　将暢(3) 4:19.46 齋藤　圭介(4) 4:21.70 金田　祐輔(3) 4:34.54

茨城大 千葉大 千葉大 千葉大 茨城大 茨城大

前野　雅敬(3) 15:46.98 加藤　俊介(4) 16:11.67 上村　冬実(1) 16:13.65 山本　智晴(1) 16:22.64 柳町　直(1) 17:04.03 高橋　直希(2) 18:44.83

千葉大 茨城大 千葉大 茨城大 茨城大 千葉大

星　耕平(3) 15.13 本圖　理彦(3) 15.63 津田　祥太郎(4) 15.66 村山　靖真(2) 16.10 近藤　道行(2) 16.31 鈴木　大介(3) 16.33

茨城大 茨城大 千葉大 茨城大 千葉大 千葉大

金子　元貴(1) 54.00 川部　優太(4) 55.65 星　耕平(3) 57.44 平岡　卓(2) 57.93 木村　大介(1) 1:01.73 薄井　一磨(1) 1:05.82

千葉大 茨城大 茨城大 千葉大 茨城大 千葉大

阿部　巧(3) 9:56.94 平塚　悠太(1) 10:05.45 志賀　大輝(2) 10:10.69 渡辺　堅斗(3) 10:23.00 菊池　直人(1) 10:29.87

千葉大 茨城大 千葉大 千葉大 茨城大

茨城大A・茨　城 41.92 千葉大A・千　葉 42.79 茨城大B・茨　城 42.98 茨城大C・茨　城 43.26 千葉大C・千　葉 44.57 千葉大B・千　葉 46.14

沖崎　一也(2) 阿部　永(4) 伊藤　林大郎(2) 川部　優太(4) 川島　和馬(1) 明石　涼(2)

伊藤　太一(4) 入江　奏(4) 福田　智仁(2) 安井　智哉(1) 佐藤　州太(1) 山口　龍太郎(3)

星　耕平(3) 小泉　太一(2) 平沼　清一(2) 柴　俊博(4) 平岡　卓(2) 近藤　道行(2)

宮本　秀斗(1) 金子　元貴(1) 猿田　康陽(2) 谷貝　脩平(3) 鈴木　大介(3) 田中　航(2)

茨城大A・茨　城 3:25.08 千葉大A・千　葉 3:25.61 茨城大B・茨　城 3:26.28 千葉大C・千　葉 3:32.77 千葉大B・千　葉 3:33.50 茨城大C・茨　城 3:40.85

沖崎　一也(2) 小泉　太一(2) 伊藤　林大郎(2) 田中　優哉(1) 樋口　達郎(3) 松村　俊(M2)

柴　俊博(4) 金子　元貴(1) 川部　優太(4) 鈴木　大介(3) 原田　恵吾(1) 安井　智哉(1)

宮本　秀斗(1) 平岡　卓(2) 伊藤　太一(4) 近藤　道行(2) 菅澤　純也(3) 平沼　清一(2)

福田　智仁(2) 中島　康裕(3) 奥山　康太(2) 入江　奏(4) 國分　佑太(2) 谷貝　脩平(3)

池田　航平(1) 1m85 竹内　正樹(4) 1m75 荒木　貴裕(3) 1m65 木村　大介(1) 1m65 栗原　航介(M1) 1m55 堀尾　佳希(1) 1m50

千葉大 千葉大 千葉大 茨城大 茨城大 茨城大

青柳　達也(M1) 4m20 堀尾　佳希(1) 4m20 沖崎　一也(2) 4m00 阿部　諒平(2) 3m60 竹内　正樹(4) 3m00

茨城大 茨城大 茨城大 千葉大 千葉大

近藤　顕二(2) 6m32(+1.1) 沖崎　一也(2) 6m25(-2.1) 山口　龍太郎(3) 6m23(0.0) 津田　祥太郎(4) 6m17(+1.0) 堀尾　佳希(1) 5m88(-0.9) 糸魚川　学(2) 4m85(+0.2)

茨城大 茨城大 千葉大 千葉大 茨城大 千葉大

高井　真(M1) 13m20(-1.1) 沖崎　一也(2) 13m15(-2.2) 山口　龍太郎(3) 12m64(-0.3) 青柳　達也(M1) 11m94(-2.5) 木村　大介(1) 11m91(0.0) 糸魚川　学(2) 11m81(-0.7)

千葉大 茨城大 千葉大 茨城大 茨城大 千葉大

北林　峰明(M2) 10m58 小林　朋寛(4) 10m38 荒川　涼太(1) 10m36 近藤　顕二(2) 9m73 山本　智之(2) 7m08 木村　大介(1) 6m76

千葉大 茨城大 千葉大 茨城大 千葉大 茨城大

荒川　涼太(1) 34m61 北林　峰明(M2) 33m65 近藤　顕二(2) 29m50 小林　朋寛(4) 27m12 堀尾　佳希(1) 24m11

千葉大 千葉大 茨城大 茨城大 茨城大

近藤　顕二(2) 56m96 北林　峰明(M2) 50m24 伊藤　太一(4) 44m79 田中　望(1) 41m89 日和　祐樹(3) 41m11 小林　朋寛(4) 34m37

茨城大 千葉大 茨城大 千葉大 千葉大 茨城大

トラック 茨城大 126点 千葉大 104点

フィールド 千葉大 70点 茨城大 70点

総　合 茨城大 196点 千葉大 174点

決勝記録一覧表（男子）
平成25年8月3日（土）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月3日
 100m

風：+0.9

8月3日  400m

8月3日  800m

8月3日  1500m

8月3日
 110mH(1.067m)

風：-1.0

8月3日  400mH(0.914m)

8月3日  3000mSC(0.914m)

8月3日  4X100mR

8月3日  棒高跳

 走幅跳

8月3日 円盤投(2.000kg)

8月3日  やり投(800g)

8月3日  4X400mR

8月3日  三段跳

8月3日
 200m
風：0.0

対校得点

8月3日  5000m

8月3日  走高跳

8月3日  砲丸投(7.260kg)

8月3日



第４８回　千葉大学茨城大学対校陸上競大会 13631101 トラック審判長 森嶋　良平

茨城県笠松運動公園陸上競技場 081010 フィールド審判長 鈴木　喜雄

主催　茨城大学・茨城陸上競技協会
記録・情報処理主

任
柴田　克英

日付 種目

斉藤　里奈(2) 12.95 酒井　くるみ(3) 13.02 山屋　瑛美(4) 13.08 鵜沢　佳代(1) 13.34

千葉大 茨城大 茨城大 千葉大

肥田埜　里枝(4) 25.54 斉藤　里奈(2) 26.78 山屋　瑛美(4) 27.12 鵜沢　佳代(1) 28.44

茨城大 千葉大 茨城大 千葉大

肥田埜　里枝(4) 56.97 今井　咲(2) 59.92 鈴木　杏奈(1) 1:01.98 重見　優芽子(3) 1:05.96

茨城大 GR 千葉大 茨城大 千葉大

小田倉　香織(6) 2:23.44 今井　咲(2) 2:26.49 大貫　綾子(3) 2:27.99 堅野　里桜(1) 2:30.60

千葉大 千葉大 茨城大 茨城大

黒澤　夏楠(4) 4:41.82 小田倉　香織(6) 4:53.20 今井　咲(2) 4:53.24 木村　世奈(4) 4:53.62

茨城大 千葉大 千葉大 茨城大

山口　真未(4) 15.17 酒井　くるみ(3) 15.57 各務　琴音(2) 16.20 岡田　有華(4) 16.41

茨城大 茨城大 千葉大 千葉大

三田地　麗奈(2) 1:07.73 鈴木　杏奈(1) 1:12.63 荒木　麻理(1) 1:14.89

千葉大 茨城大 千葉大

茨城大A・茨　城 49.24 千葉大・千　葉 50.71 茨城大B・茨　城 54.45

酒井　くるみ(3) 鵜沢　佳代(1) 鈴木　杏奈(1)

肥田埜　里枝(4) 斉藤　里奈(2) 杉浦　ちはる(2)

山屋　瑛美(4) 各務　琴音(2) 宮本　蘭子(1)

遠藤　園子(M2) 岡田　有華(4) 山内　裕香(2)

千葉大A・千　葉 4:08.49 茨城大A・茨　城 4:11.13 茨城大B・茨　城 4:21.07 千葉大B・千　葉 4:21.44

三田地　麗奈(2) 鈴木　杏奈(1) 杉浦　ちはる(2) 荒木　麻理(1)

今井　咲(2) 山屋　瑛美(4) 加藤　佑実(2) 斉藤　里奈(2)

各務　琴音(2) 堅野　里桜(1) 山口　真未(4) 鵜沢　佳代(1)

重見　優芽子(3) 酒井　くるみ(3) 大貫　綾子(3) 小田倉　香織(6)

山口　真未(4) 1m55 ②各務　琴音(2) 1m50 ②宮本　蘭子(1) 1m50 岡田　有華(4) 1m45

茨城大 千葉大 茨城大 千葉大

山口　真未(4) 5m72(+0.1) 岡田　有華(4) 5m59(+0.7) 遠藤　園子(M2) 5m20(-0.7) 鵜沢　佳代(1) 4m50(+1.5)

茨城大 GR 千葉大 GR 茨城大 千葉大

遠藤　園子(M2) 12m32(-0.3) 岡田　有華(4) 11m47(-0.4) 宮本　蘭子(1) 9m22(+0.1)

茨城大 GR 千葉大 茨城大

星野　千恵(4) 9m14 友常　結衣(1) 8m37 各務　琴音(2) 8m32 三田地　麗奈(2) 6m64

茨城大 茨城大 千葉大 千葉大

星野　千恵(4) 35m63 安田　萌(3) 26m22 重見　優芽子(3) 14m34 三田地　麗奈(2) 13m74

茨城大 茨城大 千葉大 千葉大

安田　萌(3) 37m98 友常　結衣(1) 34m34 重見　優芽子(3) 23m56 荒木　麻理(1) 20m36

茨城大 茨城大 千葉大 千葉大

トラック 茨城大 45点 千葉大 40点

フィールド 茨城大 37.5点 千葉大 18.5点

総　合 茨城大 82.5点 千葉大 58.5点

決勝記録一覧表（女子）

平成２５年８月３日（土）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月3日
 100m

風：-0.4

8月3日
200m

風：-1.4

8月3日  400m

8月3日  800m

8月3日  1500m

8月3日
100mH(0.838m)

風：+0.2

円盤投(1.000kg)

8月3日  やり投(600g)

8月3日  400mH(0.762m)

8月3日  4X100mR

8月3日 走高跳

対校得点

8月3日  4X400mR

8月3日  砲丸投(4.000kg)

8月3日  三段跳

8月3日  走幅跳

8月3日


