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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 5/20桐生　祥秀(3) 10.35/-1.4

東洋大・埼玉

大瀬戸　一馬(4) 10.50/-1.4

法大・福岡

小池　祐貴(3) 10.58/-1.4

慶大・北海道

平尾　裕希(2) 10.58/-1.4

日大・兵庫

増田　拓巳(2) 10.70/-1.4

東海大・大阪

長田　拓也(4) 10.73/-1.4

法大・愛知

渡邊　壮史(4) 10.76/-1.4

東海大・岡山

岩崎　浩太郎(2) 10.83/-1.4

東海大・神奈川

２００ｍ 5/22大瀬戸　一馬(4) 20.55/+0.6

法大・福岡

小池　祐貴(3) 20.69/+0.6

慶大・北海道

川瀬　孝則(4) 20.70/+0.6

日体大・三重

山下　潤(1) 21.01/+0.6

筑波大・福島

谷口　耕太郎(4) 21.03/+0.6

中大・神奈川

清水　隆太郎(3) 21.04/+0.6

東海大・神奈川

犬塚　渉(1) 21.04/+0.6

順大・静岡

増田　拓巳(2) 21.13/+0.6

東海大・大阪

４００ｍ 5/20ｳｫﾙｼｭｼﾞｭﾘｱﾝｼﾞｬﾐｨ(2) 46.22

東洋大・埼玉

佐藤　拳太郎(4) 46.96

城西大・埼玉

加藤　修也(3) 46.96

早大・静岡

油井　快晴(3) 47.21

順大・静岡

小林　直己(4) 47.23

東海大・神奈川

北川　貴理(2) 47.47

順大・福井

堀井　浩介(4) 47.81

城西大・埼玉

小渕　瑞樹(2) 48.55

東海大・群馬

８００ｍ 5/22西久保　達也(1)  1:51.60

早大・埼玉

三武　潤(4)  1:51.60

日大・東京

下田　晃大(4)  1:53.29

山梨学大・山梨

保坂　拓海(3)  1:53.30

明大・千葉

渡邊　悠弥(4)  1:54.25

日大・千葉

飯島　陸斗(1)  1:54.69

早大・茨城

廣出　和樹(4)  1:54.72

早大・愛知

田母神　一喜(1)  1:59.75

中大・福島

１５００ｍ 5/19秦　将吾(4)  3:49.69

山梨学大・愛媛

阪口　竜平(1)  3:50.55

東海大・京都

堀　龍彦(3)  3:50.66

東洋大・福岡

舟津　彰馬(1)  3:50.90

中大・福岡

山﨑　和麻(4)  3:51.01

日大・千葉

林　竜之介(4)  3:51.03

東海大・愛媛

河村　一輝(1)  3:51.75

明大・岐阜

前田　恋弥(2)  3:52.17

明大・千葉

５０００ｍ 5/22Patrick M.Wambui(2) 13:47.18

日大・東京

平　和真(4) 13:50.08

早大・愛知

口町　亮(4) 13:54.90

東洋大・埼玉

秦　将吾(4) 14:05.06

山梨学大・愛媛

阿部　弘輝(1) 14:05.70

明大・福島

吉田　亮壱(3) 14:06.59

日体大・福岡

中島　公平(2) 14:08.08

城西大・茨城

光延　誠(3) 14:08.63

早大・佐賀

１００００ｍ 5/19Patrick M.Wambui(2) 28:21.69

日大・東京

Dominic　Nyairo(2) 28:22.50

山梨学大・山梨

塩尻　和也(2) 28:42.56

順大・群馬

上田　健太(3) 29:11.84

山梨学大・山梨

市谷　龍太郎(3) 29:13.34

山梨学大・山梨

小松　巧弥(4) 29:13.96

日体大・岡山

口町　亮(4) 29:17.07

東洋大・埼玉

菊地　聡之(4) 29:20.66

城西大・東京

ハーフマラソン 5/22Dominic　Nyairo(2) 1:05:07

山梨学大・山梨

井戸　浩貴(4) 1:05:35

早大・兵庫

籔下　響大(4) 1:05:35

明大・兵庫

原　法利(3) 1:05:41

大東大・埼玉

上田　健太(3) 1:05:59

山梨学大・山梨

山本　修二(2) 1:06:05

東洋大・石川

佐藤　淳(4) 1:06:13

早大・愛知

佐藤　孝哉(4) 1:06:25

山梨学大・島根

１１０ｍＨ

(1.067m)

5/20高山　峻野(4) 13.75/+0.3

明大・広島

古谷　拓夢(2) 早大・神奈川 13.80/+0.3

金井　大旺(3) 法大・北海道

藤井　亮汰(2) 14.19/+0.3

順大・鳥取

西　恭平(3) 14.19/+0.3

東海大・大分

降矢　恭兵(3) 14.20/+0.3

順大・栃木

平松　パプデンバ(1)14.44/+0.3

日大・東京

上野　佑太(3) 14.46/+0.3

慶大・福岡

４００ｍＨ

(0.914m)

5/22中野　直哉(4) 49.60

早大・長野

渡部　佳朗(2) 49.96

城西大・福島

松本　岳大(4) 50.09

慶大・兵庫

野口　直人(4) 50.11

順大・千葉

石田　裕介(3) 50.89

早大・千葉

服部　達哉(4) 51.07

明大・静岡

山本　竜大(1) 51.08

日大・千葉

坂梨　雄亮(3) 51.49

中大・静岡

３０００ｍＳＣ 5/21塩尻　和也(2)  8:37.84

順大・群馬

石橋　安孝(4)  8:48.86

東海大・福井

中野　光(4)  8:50.32

大東大・兵庫

小山　祐平(4)  8:52.30

山梨学大・和歌山

大木　皓太(1)  8:53.70

早大・千葉

青木　涼真(1)  8:53.79

法大・埼玉

東島　清純(2)  8:56.32

明大・鳥取

野田　一輝(1)  8:57.59

順大・山口

１００００ｍＷ 5/21松永　大介(4) 38:16.76

NUR NKR NGR東洋大・神奈川

及川　文隆(3) 40:03.67

東洋大・愛知

野田　明宏(3) 40:22.86

明大・大阪

山田　康太(4) 40:44.51

順大・愛知

塩島　亮太(4) 41:12.97

明大・長野

髙橋　和生(2) 41:21.16

早大・岩手

山下　優嘉(3) 41:41.16

東洋大・富山

永原　秀人(1) 41:43.40

明大・千葉

４×１００ｍ 5/20筑波大  39.26

山下　航平(4) 福　島

山下　潤(1) 福　島

東田　旺洋(3) 奈　良

魚里　勇介(4) 兵　庫

中大  39.35

川上　拓也(3) 千　葉

谷口　耕太郎(4) 神奈川

竹田　一平(2) 埼　玉

鈴木　康平(2) 東　京

法大  39.66

平山　裕太(2) 千　葉

大瀬戸　一馬(4) 福　岡

川辺　隼也(2) 神奈川

長田　拓也(4) 愛　知

日大  39.72

倉本　龍也(3) 岡　山

大嶋　健太(1) 東　京

平尾　裕希(2) 兵　庫

小田　大樹(3) 山　口

日体大  39.80

山根　達矢(3) 千　葉

山本　悠史(4) 大　阪

鷹合　耕甫(3) 神奈川

川瀬　孝則(4) 三　重

東海大  39.86

岩崎　浩太郎(2) 神奈川

増田　拓巳(2) 大　阪

清水　隆太郎(3) 神奈川

渡邊　壮史(4) 岡　山

順大  39.94

佐川　オタビオ(2) 群　馬

犬塚　渉(1) 静　岡

小澤　優太(1) 千　葉

北川　翔(3) 埼　玉

早大  40.25

竹吉　大記(4) 千　葉

須田　隼人(4) 神奈川

髙内　真壮(1) 栃　木

古谷　拓夢(2) 神奈川

４×４００ｍ 5/22早大   3:05.25

愛敬　彰太郎(4) 三　重

加藤　修也(3) 静　岡

石田　裕介(3) 千　葉

中野　直哉(4) 長　野

東洋大   3:05.75

松原　秀一郎(1) 熊　本

櫻井　朴也(2) 栃　木

富樫　汰一(4) 山　形

ｳｫﾙｼｭ　ｼﾞｭﾘｱﾝ　ｼﾞｬﾐｨ 埼　玉

順大   3:05.82

板鼻　航平(4) 千　葉

佐々木　愛斗(1) 岩　手

北川　貴理(2) 福　井

油井　快晴(3) 静　岡

城西大   3:06.58

堀井　浩介(4) 埼　玉

加藤　龍尋(4) 千　葉

佐藤　拳太郎(4) 埼　玉

渡部　佳朗(2) 福　島

法大   3:06.93

伊藤　健太(4) 埼　玉

本間　大介(3) 埼　玉

片山　雄斗(2) 大　阪

矢野　琢斗(4) 高　知

東海大   3:07.28

小林　直己(4) 神奈川

小林　将大(4) 長　野

直江　航平(1) 三　重

小渕　瑞樹(2) 群　馬

日大   3:07.81

妻木　泰斗(4) 東　京

酢崎　充洋(3) 千　葉

山本　竜大(1) 千　葉

山木　伝説(3) 山　形

日体大   3:07.93

桑島　拓郎(4) 東　京

松尾　祐輝(3) 福　岡

山本　漱史(4) 広　島

岸本　昂大(3) 兵　庫

走高跳 5/21平松　祐司(2) 2m22

筑波大・京都

佐藤　凌(4) 2m22

東海大・神奈川

山下　義弘(4) 2m19

東洋大・北海道

小川　僚太(3) 2m13

法大・千葉

上川 凌平(4) 2m10

日大・山口

芋川　駿(2) 法大・長野 2m05

中島　大輔(3) 日大・群馬

橋本　陸(1) 日大・神奈川

棒高跳 5/21来間　弘樹(3) 5m40

=GR順大・島根

岡本　拓巳(2) 5m20

日体大・神奈川

澤　慎吾(2) 5m20

日大・島根

野田　涼平(4) 5m00

慶大・岐阜

堀川　晴海(3) 日体大・千葉 5m00

村﨑　秀(2) 筑波大・宮崎

廣瀬　卓(2) 4m90

明大・京都

植松　海理(1) 4m90

筑波大・静岡

走幅跳 5/20毛呂　泰紘(4)   7m96/+2.5

順大・千葉

山川　夏輝(3)   7m90/-0.5

日大・東京

髙政　侑也(3)   7m72/+0.3

東海大・千葉

山本　凌雅(3)   7m59/+0.7

順大・長崎

佐久間　滉大(2)   7m59/+1.0

法大・神奈川

中村　亮(3)   7m53/+0.9

中大・静岡

池内　翔太(2)   7m53/+1.9

日大・滋賀

津波　響樹(1)   7m45/+1.5

東洋大・沖縄

三段跳 5/22山下　航平(4)  16m85/-1.1

NGR筑波大・福島

山本　凌雅(3)  16m68/+1.1

NGR順大・長崎

岡林　隼矢(4)  15m86/-0.3

国士大・高知

池畠　旭佳瑠(4)  15m81/+2.6

東海大・埼玉

柿埜　涼生(3)  15m79/+1.6

国士大・千葉

青野　祐也(4)  15m67/+0.3

順大・愛媛

犬井　亮介(3)  15m61/+1.5

筑波大・茨城

川島　鶴槙(2)  15m53/+1.6

順大・群馬

砲丸投

(7.260kg)

5/20武田　歴次(3)  17m50

日大・徳島

森下　大地(4)  17m25

筑波大・兵庫

村上　輝(3)  16m33

国士大・三重

川口　哲生(2)  15m94

日大・徳島

申田　真也(4)  15m71

東海大・宮崎

須田　裕太郎(4)  15m70

国士大・山梨

戸辺　誠也(2)  15m42

国士大・千葉

幸田　和記(4)  15m08

日大・東京

円盤投

(2.000kg)

5/22安藤　夢(2)  54m30

東海大・東京

吉田　惇(3)  53m14

東海大・福島

近藤　廉(4)  51m51

順大・埼玉

首藤　大輝(3)  51m16

日大・大分

小杉　崇峰(3)  49m91

国士大・石川

鈴木　佑弥(3)  49m03

日大・宮城

趙　思野(4)  48m77

国士大・大阪

松井　俊樹(2)  48m11

国士大・神奈川

ハンマー投

(7.260kg)

5/21松原　拓矢(4)  62m43

日大・大阪

奥村　匡由(4)  61m90

流経大・滋賀

中浴　孝哉(3)  61m87

東海大・和歌山

藤岡　眞也(3)  61m75

順大・秋田

大井　道志(4)  60m93

東海大・大阪

岡野　敬史(4)  60m88

順大・埼玉

梅山　陽介(3)  58m48

順大・群馬

林　真暉人(3)  58m15

東海大・福井

やり投

(0.800kg)

5/19佐道　隼也(2)  73m77

東海大・富山

関　和紀(4)  72m68

国士大・秋田

小椋　健司(3)  71m27

日大・鳥取

小南　拓人(3)  70m12

国士大・北海道

山崎　元気(3)  69m72

東海大・神奈川

角田　直之(4)  69m62

日体大・東京

栗　優人(2)  69m50

中大・茨城

中山　睦喜(4)  69m24

中大・東京

十種競技

100m-走幅跳-砲丸投-走高跳-400m

110mH-円盤投-棒高跳-やり投-1500m

5/19
5/20

潮﨑　傑(2)  7265

日大・兵庫

11.17/+1.0-7m37/ 3.1-10m59-2m02-50.39

14.77/-0.2-32m92-4m10-56m49-4:41.74

右代　啓欣(4)  7203

国士大・東京

11.33/-1.4-7m10/ 1.6-11m87-1m93-50.95

14.84/-0.2-38m44-4m50-49m21-4:48.64

栗原　彰理(4)  7053

日大・東京

11.44/-1.4-7m24/ 2.5-11m15-1m99-51.44

14.75/-0.2-32m26-4m40-50m55-4:52.75

岸川　勇(2)  6823

日大・東京

11.39/-1.4-6m89/ 0.1-10m48-1m90-49.36

15.16/+0.1-28m58-4m10-46m79-4:31.79

清水　陽春(2)  6693

日体大・群馬

11.32/-1.4-7m00/ 0.2-11m05-1m80-49.62

15.55/+1.7-27m79-3m30-52m97-4:20.02

吉武　誠司(3)  6692

筑波大・大阪

11.17/+1.0-6m72/ 0.9-11m30-1m75-50.12

14.98/-0.2-32m64-3m80-48m31-4:41.92

刈田　修平(4)  6533

慶大・茨城

11.26/-1.8-6m86/ 2.4-9m24-1m80-51.07

16.48/+1.7-30m72-4m10-51m19-4:36.09

山﨑　朗生(3)  6529

国士大・新潟

11.58/-1.8-6m76/ 0.6-11m62-1m85-53.20

15.66/+1.7-30m68-4m00-54m70-4:55.58

総合得点 日大 125点東海大 103点順大 99点早大 70.5点東洋大 64点山梨学大 53点法大 48.5点国士大 48点

トラック得点 早大 70.5点東洋大 57点山梨学大 53点順大 51点日大 47点東海大 43点明大 42点法大 37.5点

フィールド得点 東海大 60点日大 59点順大 48点国士大 40点筑波大 29.5点日体大 13.5点法大 11点流経大 7点

多種目優勝 日大 5種目筑波大 3種目

順大

東洋大

早大

東海大 2種目

山梨学大

法大 1種目

明大

男子
1部

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録/ NUR:日本学生新記録/ NKR:関東学生新記録）




