
第30回国公立25大学対校陸上競技大会 10月10日(土)～12日(月)

組 名前 (学年) 記録 風 順位 備考

<対校男子>

<100m 予選>
3組 澤田 悠貴 (3) DNS
4組 惣野 陽介 (1) 11.63 +0.5 7着
8組 霜触 智紀 (M1) 11.14 +1.4 4着

<200m 予選>
2組 澤田 悠貴 (3) 22.12 +2.5 1着 Q
6組 北爪 啓太 (2) 22.31 +0.5 2着 Q
8組 鈴木 夢人 (2) 22.67 +1.7 4着
<200m 準決勝>
1組 北爪 啓太 (2) 22.36 +0.7 3着
3組 澤田 悠貴 (3) DNS

<400m 予選>
1組 北爪 啓太 (2) 50.18 1着 Q
2組 須藤 健 (1) 49.99 1着 Q
3組 岩野 康平 (4) 50.35 1着 Q
<400m 準決勝>
1組 北爪 啓太 (2) 48.85 1着 Q
2組 岩野 康平 (4) 49.08 1着 Q
3組 須藤 健 (1) 49.62 4着
<400m 決勝>

北爪 啓太 (2) 48.26 2位
岩野 康平 (4) 48.99 5位

<800m 予選>
4組 中澤 太一 (3) 1:58.64 2着 Q
5組 今井 秀貴 (4) 2:07.40 7着
6組 渡辺 直人 (4) 2:00.27 1着 Q
<800m 準決勝>
1組 渡辺 直人 (4) 1:58.55 4着
2組 中澤 太一 (3) 1:58.23 4着

<1500m 予選>
1組 渡辺 直人 (4) 4:14.31 6着
2組 篠田 啓貴 (2) 4:02.05 3着 Q
3組 永井 諒 (1) 4:10.46 11着
<1500m 決勝>

篠田 啓貴 (2) 4:03.40 9着



<5000m タイムレース決勝>
1組 久慈 清太郎 (2) 16:07.08 4着(35位)
2組 篠田 啓貴 (2) 15:23.92 4着(14位)

谷 夏樹 (M2) 15:41.31 6着(18位)

<10000m タイムレース決勝>
1組 谷 夏樹 (M2) 33:21.21 8着(26位)

大嶋 祐貴 (3) 35:18.14 17着(39位)
飯島 康太 (4) 36:28.67 21着(43位)

<400mH 予選>
1組 鈴木 夢人 (2) 54.30 1着 Q
2組 須藤 健 (1) 54.83 2着
3組 岩野 康平 (4) 53.79 2着
<400mH 決勝>

鈴木 夢人 (2) 53.56 4位

<3000mSC タイムレース決勝>
1組 久慈 清太郎 (2) 9:54.11 2着(18位)
2組 篠田 啓貴 (2) 9:49.96 3着(12位)

大嶋 祐貴 (3) 10:02.03 10着(25位)

<10000mW 決勝>
清水 諒 (2) 57:35.19 13位

<4×100mR 予選>
1組 須藤 健 (1) 41.78 2着 Q

澤田 悠貴 (3)
北爪 啓太 (2)
霜触 智紀 (M1)

<4×100mR 決勝>
須藤 健 (1) 41.66 4位
澤田 悠貴 (3)
北爪 啓太 (2)
霜触 智紀 (M1)



<4×400mR 予選>
2組 須藤 健 (1) 3:15.57 1着 Q

鈴木 夢人 (2)
岩野 康平 (4)
北爪 啓太 (2)

<4×400mR 決勝>
須藤 健 (1) 3:15.69 1位
鈴木 夢人 (2)
北爪 啓太 (2)
岩野 康平 (4)

<棒高跳>
田中 亘 (4) 4m40 5位

<走幅跳>
波多野 光一 (1) 5m89 -1.6 40位
丸橋 祐希 (2) DNS

<三段跳>
丸橋 祐希 (2) 14m25 +1.7 9位
波多野 光一 (1) 12m99 +1.3 30位

<砲丸投7.260kg>
須田 光 (M2) 14m05 2位
清水 大夢 (2) 8m11 21位

<円盤投2.000kg>
須田 光 (M2) 40m09 4位
清水 大夢 (2) 25m59 22位

<やり投0.800kg>
須田 光 (M2) DNS

<OP男子>

<100m>
10組 市毛 亮 (1) DNS
11組 飯塚 紀貴 (1) 11.51 3着
16組 笠見 幸大 (2) DNS
18組 高岩 将太 (4) 11.82 6着
19組 澤田 尚吾 (2) 11.36 2着

<400m>
5組 飯塚 紀貴 (1) 52.51 1着
7組 笠見 幸大 (2) DNS



<1500m>
3組 穐本 悠貴 (2) DNS

<5000m>
2組 永井 諒 (1) 16:07.71 7着
4組 阿部 壮馬 (2) 17:57.12 16着

大嶋 祐貴 (3) DNS

<対校女子>

<100m 予選>
2組 國安 花菜子 (1) 14.46 +0.7 8着

<200m 予選>
2組 國安 花菜子 (1) 30.32 +0.9 7着

<400m 予選>
1組 川崎 智恵 (1) 1:01.08 5着

<1500m 予選>
1組 斎藤 あや (1) 5:21.25 14着
2組 小野澤 清楓 (4) 5:24.54 14着

<5000m 決勝>
斎藤 あや (1) 19:30.25 15位

<400mH 予選>
2組 川崎 智恵 (1) 1:09.21 6着

<4×100mR 予選>
2組 笹本 祐希 (3) 53.01 7着

川崎 智恵 (1)
飯野 綾 (1)
石井 里佳 (4)

<4×400mR 予選>
2組 川崎 智恵 (1) 4:17.36 6着

飯野 綾 (1)
笹本 祐希 (3)
石井 里佳 (4)

<走高跳>
飯野 綾 (1) 1m60 4位
石井 里佳 (4) NM



<棒高跳>
笹本 祐希 (3) NM

<砲丸投4.000kg>
高山 和歌子 (3) 8m12 12位

<円盤投1.000kg>
高山 和歌子 (3) 41m55 1位

<ハンマー投4.000kg>
高山 和歌子 (3) 37m87 2位


