
第50回　関東信越地区高等専門学校陸上競技対校選手権大会 ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平
第48回　全国高等専門学校体育大会陸上競技予選会 13501310 跳 躍 審 判 長 中島　弘友
茨城県笠松運動公園陸上競技場 081010 投 て き 審 判 長 中島　弘友
主催　関東信越地区高等専門学校体育協会・茨城陸上競技協会 記 録 主 任 柴田　克英
主管　関東信越地区高等専門学校体育協会陸上専門部

日付 種目

柴田　晃太朗(4) 11.12 大越　拓(2) 11.33 徳永　翔(5) 11.43 石井　大智(4) 11.44 高野　駿平(3) 11.45 新堀　雄麻(2) 11.51 塩原　巧巳(2) 11.69 相馬　敬太(3) 11.72

長野高専 茨城高専 サレジオ高専 木更津高専 長岡高専 東京高専 長野高専 小山高専

伊藤　新(2) 11.58(+1.1) 十日谷　悠(3) 11.92(+1.4) 依田　泰輝(2) 11.93(+1.4) 秋元　伊織(4) 11.95(+1.4) 塩崎　児汰朗(2) 11.96(+0.9) 牛腸　裕貴(2) 12.06(+0.5) 鈴木　崇央(1) 12.08(+1.1)

茨城高専 サレジオ高専 長野高専 茨城高専 長野高専 長岡高専 産技品川高専

鈴木　遊太(3) 12.08(+2.3)

茨城高専

大山　稜平(2) 12.08(+2.3)

群馬高専

大越　拓(2) 22.28 柴田　晃太朗(4) 22.49 徳永　翔(5) 22.75 天野　夏樹(2) 22.78 石井　大智(4) 22.89 高野　駿平(3) 23.02 森田　祥平(4) 23.29 相馬　敬太(3) 23.88

茨城高専 長野高専 サレジオ高専 長野高専 木更津高専 長岡高専 群馬高専 小山高専

森合　史朗(3) 22.21(+4.9) 小林　直人(5) 22.44(+4.9) 内山　彼方(3) 23.61(+1.9) 田中　哉太(2) 23.79(+4.9) 中島　佑久(1) 23.86(+2.6) 依田　泰輝(2) 24.00(+4.9) 伊藤　哲平(2) 24.15(+2.9) 池田　辰巳(1) 24.27(+1.9)

茨城高専 小山高専 長野高専 長野高専 群馬高専 長野高専 茨城高専 長岡高専

森合　史朗(3) 50.67 野村　奨平(2) 52.95 仲俣　真宏(4) 53.30 田中　哉太(2) 53.45 綱　玄太(2) 54.43 松田　夏以(2) 55.04 五十嵐　健太(3) 55.31 久保寺　翔(1) 55.38

茨城高専 木更津高専 長野高専 長野高専 長岡高専 木更津高専 長岡高専 東京高専

依田　卓東(4) 2:04.08 緑川　知也(4) 2:04.41 平山　健太(5) 2:05.27 大場　裕貴(4) 2:05.51 小林　耕太郎(2) 2:11.23 樋口　翔太(1) 2:11.76 橋本　裕二(5) 2:13.48 吉田　晋介(1) 2:18.21

長野高専 茨城高専 長岡高専 茨城高専 木更津高専 長岡高専 小山高専 産技荒川高専

北原　悠(3) 4:09.95 北原　廉(1) 4:11.03 渡邊　寛希(2) 4:11.45 五十嵐　翔(2) 4:12.19 井守　優和(2) 4:15.21 高橋　凌(2) 4:17.65 小川　浩平(2) 4:17.79 鈴木　智(5) 4:19.98

長野高専 長野高専 茨城高専 小山高専 長岡高専 長岡高専 木更津高専 サレジオ高専

鈴木　慧(5) 4:25.01 河原　徹弥(3) 4:26.40 塚田　亮太(1) 4:28.32 松田　祥義(1) 4:29.52 岩下　航(1) 4:32.61 中澤　翼(2) 4:34.06 林　優輔(2) 4:35.70 秦　優哉(2) 4:37.75

サレジオ高専 長野高専 長野高専 木更津高専 長野高専 長野高専 木更津高専 木更津高専

北原　悠(3) 15:39.39 鈴木　智(5) 15:41.21 横山　諒(4) 15:41.45 渡邊　寛希(2) 15:47.51 高橋　凌(2) 15:55.49 鈴木　慧(5) 16:43.25 小島　達也(2) 16:47.14 井守　優和(2) 16:53.47

長野高専 サレジオ高専 長野高専 茨城高専 長岡高専 サレジオ高専 木更津高専 長岡高専

小林　直人(5) 15.52 内山　彼方(3) 15.97 中村　亮太(4) 16.13 天野　夏樹(2) 16.24 大藪　将士(4) 16.25 藤巻　伶緒(5) 16.25 伊藤　哲平(2) 17.04 森田　祥平(4) 17.27

小山高専 長野高専 木更津高専 長野高専 木更津高専 サレジオ高専 茨城高専 群馬高専

茨城高専 43.70 長野高専 43.73 木更津高専 44.20 長岡高専 44.27 産技品川高専 44.41 サレジオ高専 45.77 小山高専 45.93 東京高専 46.03

伊藤　哲平(2) 仲俣　真宏(4) 石井　大智(4) 綱　玄太(2) 有川　航希(2) 十日谷　悠(3) 相馬　敬太(3) 上野　正汰(2)

伊藤　新(2) 塩原　巧巳(2) 松田　夏以(2) 牛腸　裕貴(2) 石川　充美(2) 徳永　翔(5) 小林　直人(5) 新堀　雄麻(2)

大越　拓(2) 天野　夏樹(2) 大藪　将士(4) 高野　駿平(3) 鈴木　崇央(1) 藤巻　伶緒(5) 峯吉　翼(5) 久保寺　翔(1)

森合　史朗(3) 柴田　晃太朗(4) 中村　亮太(4) 菊池　海斗(1) 畠山　聡一郎(4) 寺澤　諒太(3) 加藤　雅隆(3) 若林　祐樹(1)

茨城高専 3:29.69 長野高専 3:30.02 長岡高専 3:32.83 サレジオ高専 3:33.09 木更津高専 3:33.49 小山高専 3:37.11 群馬高専 3:37.18 産技品川高専 3:46.18

伊藤　哲平(2) 天野　夏樹(2) 高野　駿平(3) 藤巻　伶緒(5) 石井　大智(4) 小林　直人(5) 小渕　真太郎(3) 平塚　巧真(1)

伊藤　新(2) 田中　哉太(2) 平山　健太(5) 徳永　翔(5) 山口　主浩(2) 橋本　裕二(5) 鈴木　星斗(2) 田中　宏樹(4)

大越　拓(2) 仲俣　真宏(4) 綱　玄太(2) 寺澤　諒太(3) 松田　夏以(2) 相馬　敬太(3) 野口　直希(5) 野村　黎明(2)

森合　史朗(3) 依田　卓東(4) 清水　伸(2) 十日谷　悠(3) 野村　奨平(2) 加藤　雅隆(3) 森田　祥平(4) 石川　充美(2)

村田　貴大(4) 1m91 岩崎　晴也(4) 1m91 大藪　剛士(2) 1m70 生越　大河(3) 1m70 松田　美勇史(2) 1m65 谷本　大地(1) 1m60

長野高専 長野高専 木更津高専 長岡高専 木更津高専 茨城高専

野口　直希(5) 1m70

群馬高専

小林　直人(5) 6m99(+3.3) 山口　主浩(2) 6m62(+2.7) 岩崎　晴也(4) 6m46(+2.4) 畠山　聡一郎(4) 6m27(+2.8) 鈴木　星斗(2) 6m13(+4.9) 前田　一樹(5) 6m12(+4.1) 清野　雄貴(5) 6m06(+3.0) 福田　伊織(3) 5m88(+2.7)

小山高専 公認6m92(+1.4) GR 木更津高専 公認6m39(+1.2) 長野高専 公認5m75(+0.1) 産技品川高専 公認5m61(+1.5) 群馬高専 公認5m72(+1.5) 長岡高専 公認5m43(+2.0) 長野高専 公認記録なし 木更津高専 公認5m78(+1.1)

前田　一樹(5) 14m22(+1.8) 櫻井　壮一(3) 13m00(+1.8) 山口　主浩(2) 12m99(+0.4) 村田　貴大(4) 12m84(+0.6) 川﨑　祐久(3) 12m79(+1.3) 梅岡　孝行(4) 12m59(+1.1) 杉山　涼(4) 12m23(+0.9) 福田　伊織(3) 12m18(+1.3)

長岡高専 長野高専 木更津高専 長野高専 茨城高専 小山高専 茨城高専 木更津高専

小山　礼央(3) 12m01 小林　泰己(2) 11m26 高畠　魁人(1) 10m97 白鳥　颯太郎(3) 10m67 岡村　也寸志(3) 10m42 青柳　和樹(5) 10m33 數見　俊樹(4) 9m87 財津　太功実(3) 9m85

サレジオ高専 小山高専 長岡高専 長野高専 長野高専 小山高専 茨城高専 木更津高専

岡村　也寸志(3) 34m46 小山　礼央(3) 34m13 小川　伸也(5) 30m01 白鳥　颯太郎(3) 27m11 平山　大樹(2) 26m95 石塚　康平(3) 26m87 小川　直哉(3) 26m20 薄井　悠人(2) 25m27

長野高専 サレジオ高専 木更津高専 長野高専 長岡高専 サレジオ高専 木更津高専 茨城高専

財津　太功実(3) 56m76 數見　俊樹(4) 48m12 清野　雄貴(5) 46m47 増田　和也(3) 43m03 小林　泰己(2) 37m10 橋本　耕佑(3) 34m16 石塚　康平(3) 32m45 大澤　雅(5) 30m97

木更津高専 AKR,GR 茨城高専 長野高専 木更津高専 小山高専 東京高専 サレジオ高専 産技品川高専

長野高専 159点 木更津高専 92.5点 茨城高専 82点 長岡高専 70点 サレジオ高専 54点 小山高専 47点 群馬高専 14.5点 産技品川高専 11点

凡例  GR:大会記録 AKR:関東信越高専記録 GR:大会記録

5位 6位

対校得点

7位 8位

7月21日
 100m

風：+1.0

7月21日 OP100m

1位 2位 3位 4位

7月20日
 200m

風：+4.9

7月20日 OP200m

7月21日  400m

7月20日  800m

7月21日  1500m

7月21日 OP1500m

7月20日  5000m

7月21日
 110mH(1.067m)

風：+2.6

7月20日  4X100mR

7月21日
 砲丸投

(6.000kg)

7月21日  4X400mR

7月21日  走高跳

決勝記録一覧表（男子）
平成25年7月20日（土）～21日（日）

7月20日
 円盤投

(1.750kg)

7月21日
 やり投
(800g)

7月20日  走幅跳

7月21日  三段跳



第50回　関東信越地区高等専門学校陸上競技対校選手権大会 ト ラ ッ ク 審 判 長 森嶋　良平
第48回　全国高等専門学校体育大会陸上競技予選会 13501310 跳 躍 審 判 長 中島　弘友
茨城県笠松運動公園陸上競技場 081010 投 て き 審 判 長 中島　弘友
主催　関東信越地区高等専門学校体育協会・茨城陸上競技協会 記 録 主 任 柴田　克英
主管　関東信越地区高等専門学校体育協会陸上専門部

日付 種目

齊木　瑞穂(4) 13.59 水島　歌織(4) 13.64 日極　りな(3) 13.88 佐藤　彩花(2) 14.04 亀山　ゆう(4) 14.29 草野　綾(2) 14.34 伊藤　香織(2) 14.89 川端　遼子(2) 14.96

群馬高専 長野高専 長野高専 サレジオ高専 群馬高専 茨城高専 産技荒川高専 小山高専

齊木　瑞穂(4) 28.27 亀山　ゆう(4) 28.86 水島　歌織(4) 29.33 佐藤　彩花(2) 29.55 伊藤　香織(2) 31.09 青柳　茜(2) 32.37 小林　あかね(1) 34.38

群馬高専 群馬高専 長野高専 サレジオ高専 産技荒川高専 小山高専 長野高専

大橋　里緒(4) 2:36.21 川端　遼子(2) 2:38.50 半田　真依子(3) 2:40.54 有賀　美和(2) 2:40.62 林　七海(2) 2:50.66 佐藤　彩花(2) 3:02.20

長野高専 小山高専 小山高専 長野高専 産技品川高専 サレジオ高専

日極　りな(3) 19.39 宮﨑　綾奈(1) 19.62

長野高専 長野高専

齊木　瑞穂(4) 19.05

群馬高専

長野高専 54.92 茨城高専 56.69

日極　りな(3) 草野　綾(2)

宮﨑　綾奈(1) 井出　杏乃(3)

大橋　里緒(4) 鈴木　愛瑠奈(4)

水島　歌織(4) 横須賀　莉穂(3)

日極　りな(3) 1m25 髙橋　亜衣奈(1) 1m05

長野高専 長野高専

水島　歌織(4) 4m88(+3.5) 草野　綾(2) 4m58(+1.6) 齊木　瑞穂(4) 4m56(+2.9) 亀山　ゆう(4) 4m34(+3.9) 下川　愛実(1) 3m65(+1.7) 有賀　美和(2) 3m55(+4.7)

長野高専 公認4m77(+1.6) 茨城高専 群馬高専 公認4m52(+1.9) 群馬高専 公認4m32(+1.9) 東京高専 長野高専 公認3m23(+0.2)

角田　美佳(3) 8m68 青柳　茜(2) 7m43 源　悠以(1) 7m30 宮﨑　綾奈(1) 6m32 林　七海(2) 6m22 大橋　里緒(4) 5m33 半田　真依子(3) 4m50

群馬高専 小山高専 群馬高専 長野高専 産技品川高専 長野高専 小山高専

源　悠以(1) 16m13 小林　あかね(1) 13m55 角田　美佳(3) 11m86 髙橋　亜衣奈(1) 10m25

群馬高専 長野高専 群馬高専 長野高専

井出　杏乃(3) 24m44 角田　美佳(3) 23m33 横須賀　莉穂(3) 22m47 大橋　里緒(4) 14m77 有賀　美和(2) 12m07

茨城高専 群馬高専 茨城高専 長野高専 長野高専

長野高専 112点 群馬高専 73点 茨城高専 31点 小山高専 26点 サレジオ高専 13点 産技品川高専 8点 産技荒川高専 6点 東京高専 4点

凡例  GR:大会記録 AKR:関東信越高専記録 GR:大会記録

7月20日
円盤投

(1.000kg)

7月21日
やり投
(600g)

対校得点

7月21日 走高跳

7月20日  走幅跳

7月21日
 砲丸投
(4.000kg)

7月21日
100mH(0.838m)

風:+2.7

7月21日
OP100mH

(0.838m)風:+2.7

7月21日 4X100mR

7月21日
 100m

風：+1.4

7月20日
200m

風:+4.5

7月20日  800m

決勝記録一覧表（女子）
平成25年7月20日（土）～21日（日）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位


