
期日：平成24年4月21日（土）

場所：相模原麻溝公園陸上競技場

木村　洋介②木村　洋介②木村　洋介②木村　洋介② 野邊　翔吏④野邊　翔吏④野邊　翔吏④野邊　翔吏④

海沼大士郎④甲斐　研人③

木塚　　渚④

国士大　12″01

黒木　大志④植田　友貴②

牧野　圭祐④

新安　直人①新安　直人①新安　直人①新安　直人①

小澤　一真③小澤　一真③小澤　一真③小澤　一真③ 林　　　優②林　　　優②林　　　優②林　　　優②沼井　俊輔④山本　大輔③

山田　淳史③ 木全　広大②水野　龍彦④

高野　真一③吉村　健吾③

町田　勇樹④小林　　巧①

日体大　28′46″69

信時　一輝④信時　一輝④信時　一輝④信時　一輝④

日体大　14″40

東海大　51″64

(＋2.5)

原　　佑弥①原　　佑弥①原　　佑弥①原　　佑弥①

服部　翔太③

小川　達也③ 内藤　頼隆②内藤　頼隆②内藤　頼隆②内藤　頼隆②

坂口　卓也②

110mH

400mH

3000mSC

成瀬　元気①成瀬　元気①成瀬　元気①成瀬　元気①

10000m

5000ｍ

日体大　21″78

400m

800m

1500ｍ
NGR順大　3′46″87NGR順大　3′46″87NGR順大　3′46″87NGR順大　3′46″87

松本　圭介④

東海大　48″19

日体大　3′55″55 国士大　3′56″98

武藤　健太① 冨田　三貴① 石若　大武③

順大　3′54″19順大　3′54″19順大　3′54″19順大　3′54″19

鈴木　　邑③

菊池　貴文③

宮本　　潤④

大池　達也④大池　達也④大池　達也④大池　達也④ 山中　秀仁①田中　拓哉① 勝亦　裕太①

堀　　正樹④堀　　正樹④堀　　正樹④堀　　正樹④

国士大　30′39″97 国士大　30′52″74東海大　30′36″47

岡　　昇平④岡　　昇平④岡　　昇平④岡　　昇平④

佐藤　優太④佐藤　優太④佐藤　優太④佐藤　優太④田中　秀幸④田中　秀幸④田中　秀幸④田中　秀幸④

工藤　　超②矢野　圭吾③ 野中　久徳④ 松谷　公靖④

100ｍ

国士大　10″88東海大　10″75 東海大　10″95

鈴木　数史③

順大　1′53″21順大　1′53″21順大　1′53″21順大　1′53″21 日体大　1′53″79

国士大　9′19″38

井上　宗治④勝木　隼人④

的野　遼大②的野　遼大②的野　遼大②的野　遼大②

福岡　　光②

順大　1′55″56順大　1′55″56順大　1′55″56順大　1′55″56

日体大　14″86

第48回四大学対校陸上競技大会

鶴田　　賢④鶴田　　賢④鶴田　　賢④鶴田　　賢④吉崎　晋介②吉崎　晋介②吉崎　晋介②吉崎　晋介②

中村　圭佑③中村　圭佑③中村　圭佑③中村　圭佑③ 浜野　大蔵④浜野　大蔵④浜野　大蔵④浜野　大蔵④

順大　21″20順大　21″20順大　21″20順大　21″20

順大　10″74順大　10″74順大　10″74順大　10″74

(＋0.6)

(＋1.3)

東海大　22″27

日体大　1′54″15

東海大　21″48

東海大　2′00″06

白吉　　凌①

平石　直樹③

国士大　21″96 順大　22″21順大　22″21順大　22″21順大　22″21

順大　48″40順大　48″40順大　48″40順大　48″40

加藤　拓磨②

国士大　1′56″11

555544443333

田嶋　和也④

日体大　48″71

小林　優仁③

猪俣　隼弥②

日体大　21″95

中井　一磨④

順大　14″74順大　14″74順大　14″74順大　14″74

東海大　9′00″08

日体大　29′07″06

国士大　14′11″71

桑田　律樹①

＜男子対校の部決勝結果＞

200ｍ

＜男子＞

伊堂　　駿④

松尾慎太郎①

川村　将平④

福本　　昂③ 松谷　浩平④

藤原　達矢③

内海　将貴②

日体大　50″69

日体大　10″67

順大　14′19″15順大　14′19″15順大　14′19″15順大　14′19″15

千田　佳史④猪俣　隼弥②

国士大　52″75

宍倉　隆広④

梅田　正輝④

佐々木靖典②佐々木靖典②佐々木靖典②佐々木靖典② 川合　大輝④川合　大輝④川合　大輝④川合　大輝④

野中　昌之②

888877776666

国士大　21″84

順大　10″83順大　10″83順大　10″83順大　10″83 日体大　10″92

順大　14′09″21順大　14′09″21順大　14′09″21順大　14′09″21

東海大　3′50″26 国士大　3′51″61 日体大　3′52″16

東海大　14′14″13

東海大　3′55″06

1111 2222

順大　8′58″43順大　8′58″43順大　8′58″43順大　8′58″43

浪岡　健吾②

青木　康哲③

順大　14″76順大　14″76順大　14″76順大　14″76

日体大　52″87

東海大　29′22″24 順大　29′43″41順大　29′43″41順大　29′43″41順大　29′43″41 順大　29′56″72順大　29′56″72順大　29′56″72順大　29′56″72

国士大　49″38

国士大　14′19″90 日体大　14′22″90 日体大　14′32″94 東海大　14′51″13

日体大　48″75 東海大　48″86

神田　大陽④神田　大陽④神田　大陽④神田　大陽④

東海大　9′03″08

国士大　14″90 東海大　14″92 東海大　15″05 国士大　15″12

浅野　友哉①

尾形　晃広①

大神田　勇④

平井　敏晴②

日体大　9′07″13 国士大　9′11″65 日体大　9′27″78

順大　53″90順大　53″90順大　53″90順大　53″90 順大　54″85順大　54″85順大　54″85順大　54″85

順大　49″16順大　49″16順大　49″16順大　49″16

国士大　1′55″89 東海大　1′55″95

和田　　基③

国士大　49″18

国士大　55″26

順大　9′14″77順大　9′14″77順大　9′14″77順大　9′14″77

東海大　53″36

青木　　学④

櫻井　亮太②

順位順位順位順位 校名校名校名校名 総合総合総合総合 短距離短距離短距離短距離 中距離中距離中距離中距離 長距離長距離長距離長距離 障害障害障害障害 競歩競歩競歩競歩 リレーリレーリレーリレー 跳躍跳躍跳躍跳躍 投擲投擲投擲投擲 ﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 優勝優勝優勝優勝

1111 順大順大順大順大 214214214214 32323232 25252525 33333333 18181818 13131313 8888 42424242 43434343 129129129129 85858585 8888

2 東海 197 28 14 29 16 12 12 43 43 111 86 5

3 日体 169 32 20 26 26 5 8 38 14 117 52 6

黒田　章裕③黒田　章裕③黒田　章裕③黒田　章裕③

知念　　豪③知念　　豪③知念　　豪③知念　　豪③

知念　　雄④知念　　雄④知念　　雄④知念　　雄④ 中澤　正道③中澤　正道③中澤　正道③中澤　正道③

中村　太地②

井口　翔太①小倉　誠也④

大川　祐哉②

石井　優光③

吉村　拓哉③吉村　拓哉③吉村　拓哉③吉村　拓哉③

小倉　優耶①須加　幸生④ 影山　　匠①

日体大　12m30

新井　涼平③ 對馬　匠② 竹内　宏樹④ 斎藤誠一朗③飯塚　篤之④飯塚　篤之④飯塚　篤之④飯塚　篤之④

井手渕拓馬④

越川　大紀③越川　大紀③越川　大紀③越川　大紀③ 安部　弘志②

井村　真輝①中村　太地②

国士大　15m31 東海大　15m23

日体大　14ｍ95（＋1.1）

高橋　祐介①高橋　祐介①高橋　祐介①高橋　祐介①

小西　雄基④小西　雄基④小西　雄基④小西　雄基④

鈴木　惇也④

土岐　泰徳③

福原　大地④福原　大地④福原　大地④福原　大地④

安本　佑介④

七尾　　紘④七尾　　紘④七尾　　紘④七尾　　紘④

新堀　　泰①榎本　優太④

菅原　康平④

国士大　7m02（＋1.2） 国士大　6m88（＋2.5）

日体大　4m80

日体大　42′25″36

41″20

日体大

3′13″79

東海大　2ｍ05

石橋　哲也④石橋　哲也④石橋　哲也④石橋　哲也④

41″79

日体大

順大　41′56″98順大　41′56″98順大　41′56″98順大　41′56″98 東海大　42′53″66順大　42′13″98順大　42′13″98順大　42′13″98順大　42′13″98

41″1341″1341″1341″13

順大順大順大順大

木村　洋介②木村　洋介②木村　洋介②木村　洋介②

東海大

野邊　翔吏④野邊　翔吏④野邊　翔吏④野邊　翔吏④

やり投

砲丸投

円盤投

棒高跳

ﾊﾝﾏｰ投

走幅跳

三段跳

10000mW

走高跳

4×100mR

4×400mR

川端　哲矢①川端　哲矢①川端　哲矢①川端　哲矢①

小林　寛雅②小林　寛雅②小林　寛雅②小林　寛雅②

土木田　謙③谷　　洋武④

鈴木　数史③

東海大　41′32″78

井上　宗治④勝木　隼人④ 福岡　　光②

時子山聖士②

山地　　悟②高橋　功一④

伊藤　康仁①

東海大　1ｍ95 日体大　1m90

順大　4m60順大　4m60順大　4m60順大　4m60 国士大　4m20

東海大

順大　2ｍ05順大　2ｍ05順大　2ｍ05順大　2ｍ05

40″89

国士大　71ｍ34

東海大　15m46

順大　50m64順大　50m64順大　50m64順大　50m64

順大　61m57順大　61m57順大　61m57順大　61m57

3′12″97

国士大

山本　智貴②

東海大　7ｍ58（＋2.0）

日体大　15ｍ41（＋3.3）

西海　　亮②西海　　亮②西海　　亮②西海　　亮②

日体大　5m00

小西　康道④

土岐　泰徳③

順大　64ｍ32順大　64ｍ32順大　64ｍ32順大　64ｍ32

国士大　15m35

東海大　60m39

東海大　4m90

順大　7m33（＋0.5）順大　7m33（＋0.5）順大　7m33（＋0.5）順大　7m33（＋0.5）

順大　15ｍ10（0.0）順大　15ｍ10（0.0）順大　15ｍ10（0.0）順大　15ｍ10（0.0）

国士大　64ｍ24

国士大　43′26″86

青木　　学④

国士大　43′55″36

国士大　2ｍ00

3′14″09 3′14″233′14″233′14″233′14″23

日体大　1ｍ95 国士大　1ｍ95

日体大　12m71

国士大　4m80

国士大　14ｍ43（＋1.6）

日体大　7m21（＋0.2） 日体大　7m08（＋1.2）

順大　14ｍ81（＋1.1）順大　14ｍ81（＋1.1）順大　14ｍ81（＋1.1）順大　14ｍ81（＋1.1） 東海大　14ｍ55（＋1.5）

順大　7m31（－0.1）順大　7m31（－0.1）順大　7m31（－0.1）順大　7m31（－0.1）

順大　47m00順大　47m00順大　47m00順大　47m00

岡村　健太④

大坂　将央②

東海大　57m13 順大　56m74順大　56m74順大　56m74順大　56m74 国士大　50m15

東海大　15ｍ16（－0.3）

国士大　47m55

濱口　誘希④

石崎　　暁③

順大　60ｍ91順大　60ｍ91順大　60ｍ91順大　60ｍ91

東海大　4m70 順大　4m70順大　4m70順大　4m70順大　4m70

東海大　7m22（＋1.0）

順大　15m07順大　15m07順大　15m07順大　15m07 順大　13m26順大　13m26順大　13m26順大　13m26

日体大　47m06

福島　大喜③中津川真一③

国士大　43m67

日体大　40m31

南　建吾②

東海大　46m84

日体大　59ｍ22

日体大　42m43

沼辺　翔太③ 酒井　晃一①

国士大　45m39 東海大　43m54 日体大　32m37

東海大　63ｍ66 東海大　63ｍ21 日体大　62ｍ80

濱口　隆翔③

堀川　隆④

大久保　大輔②

黒田　寛亮②

松原　奨①

国士大　13ｍ99（＋0.9）

鈴木　亮太①

高政　知也①高政　知也①高政　知也①高政　知也①

順大　2ｍ05順大　2ｍ05順大　2ｍ05順大　2ｍ05

菅原　貴大③杉井　亮太③

国士大 順大順大順大順大

4 国士 143 16 13 20 12 5 12 21 44 78 65 2



期日：平成24年4月21日（土）

　 場所：相模原麻溝公園陸上競技場

順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 競歩 リレー 跳躍 投擲 ﾄﾗｯｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 優勝

1 国士 184 35 14 7 15 15 12 32 54 98 86 6

2 日体 173.5 34 14 14 25 0 16 34.5 36 103 70.5 7

3 日女 132.5 21 13 3 20 9 6 31.5 29 72 60.5 3

4444 順大順大順大順大 126126126126 17171717 30303030 12121212 11111111 6666 6666 28282828 16161616 82828282 44444444 3333

第48回四大学対校陸上競技大会第48回四大学対校陸上競技大会第48回四大学対校陸上競技大会第48回四大学対校陸上競技大会
＜女子対校の部決勝結果＞

1位1位1位1位 2位2位2位2位 3位3位3位3位 4位4位4位4位 5位5位5位5位 6位6位6位6位 ７位７位７位７位 ８位８位８位８位

100m 岩楯　英枝④ 中川詩穂子③ 渡辺　多恵③ 佐藤　美紗②佐藤　美紗②佐藤　美紗②佐藤　美紗② 沖永なつみ② 野口祐香里② 村上　加奈② 飯塚　　綾④飯塚　　綾④飯塚　　綾④飯塚　　綾④

(+1.3) 国士大　12″27 日体大　12″59 国士大　12″62 順大　12″76順大　12″76順大　12″76順大　12″76 日女体大　12″85 日体大　12″88 日女体大　12″95 順大　13″01順大　13″01順大　13″01順大　13″01

200m 長谷川美里② 岩楯　英枝④ 佐藤　佳奈③ 渡辺　多恵③ 佐藤　美紗②佐藤　美紗②佐藤　美紗②佐藤　美紗② 沖永なつみ② 飯塚　　綾④飯塚　　綾④飯塚　　綾④飯塚　　綾④ 小島　美夢②

(＋1.8) NGR 日体大　24″56 国士大　24″63 日女体大　25″66 国士大　25″71 順大　25″75順大　25″75順大　25″75順大　25″75 日女体大　25″98 順大　26″28順大　26″28順大　26″28順大　26″28 日体大　26″34

400m
渡辺明日香③ 中田　愛理① 草薙　友理④ 北根万由佳①北根万由佳①北根万由佳①北根万由佳① 植竹　彩夏② 落合　夕貴② 今泉友里恵②

日体大　57″30 日体大　57″31 国士大　58″31 順大　60″05順大　60″05順大　60″05順大　60″05 日女体大　60″71 国士大　62″80 日女体大　63″51

800m
伊藤　美穂②伊藤　美穂②伊藤　美穂②伊藤　美穂② 小松　有梨③小松　有梨③小松　有梨③小松　有梨③ 並木　沙樹④ 大宅　　楓① 手塚　怜実② 窪田真保子④ 諏訪間恵美② 伊藤真祐子②

順大　2′14″33順大　2′14″33順大　2′14″33順大　2′14″33 順大　2′14″75順大　2′14″75順大　2′14″75順大　2′14″75 日女体大　2′15″28 日体大　2′17″33 日体大　2′20″28 国士大　2′22″43 国士大　2′25″12 日女体大　2′26″35

1500m
伊澤菜々花③伊澤菜々花③伊澤菜々花③伊澤菜々花③ 横馬　　岬②横馬　　岬②横馬　　岬②横馬　　岬② 是永　実季① 蛭田あゆみ④ 伊藤真祐子② 岸　　麗佳④ 安孫子広菜③

順大　4′33″39順大　4′33″39順大　4′33″39順大　4′33″39 順大　4′40″85順大　4′40″85順大　4′40″85順大　4′40″85 国士大　4′41″07 日体大　4′43″79 日女体大　4′52″42 国士大　4′53″16 日女体大　5′07″21

5000m
芦　　麻生① 中村　真唯①中村　真唯①中村　真唯①中村　真唯① 疋田　裕己② 横馬　　岬②横馬　　岬②横馬　　岬②横馬　　岬② 加藤　仁美① 杉山　志織④ 橋本由希子③ 安孫子広菜③

日体大　16′44″04 順大　16′48″05順大　16′48″05順大　16′48″05順大　16′48″05 日体大　16′49″47 順大　16′　58″07順大　16′　58″07順大　16′　58″07順大　16′　58″07 国士大　17′51″30 国士大　18′09″09 日女体大　19′08″18 日女体大　19′14″31

100mH 佐藤保奈美④ 佐藤　理紗③ 野上　花恵① 羽石　成美④ 佐々木里菜②佐々木里菜②佐々木里菜②佐々木里菜② 山手美久莉① 櫻井絵梨香④

(＋2.0) 日女体大　14″44 日体大　14″46 日体大　14″49 日女体大　14″57 順大　14″68順大　14″68順大　14″68順大　14″68 国士大　14″78 国士大　14″91

400mH
高橋　美帆② 櫻井絵梨香④ 児玉　千紘④児玉　千紘④児玉　千紘④児玉　千紘④ 橋爪　里佳③ 佐藤　理紗③ 山手美久莉① 菅　　七彩③ 天野　早紀④天野　早紀④天野　早紀④天野　早紀④

日体大　62″79 国士大　63″36 順大　63″94順大　63″94順大　63″94順大　63″94 日女体大　64″29 日体大　65″22 国士大　65″68 日女体大　66″42 順大　68″65順大　68″65順大　68″65順大　68″65

5000mW
鳥羽　詩織③ 松本　彩映① 関根　菜月④関根　菜月④関根　菜月④関根　菜月④ 小野　莉沙① 青木　真子②

国士大　23′21″82 国士大　23′30″56 順大　23′55″74順大　23′55″74順大　23′55″74順大　23′55″74 日女体大　24′53″83 日女体大　24′57″46

4×100mR
日体大 国士大 日女体大 順大順大順大順大

47″47 47″58 48″21 48″6848″6848″6848″68

4×400mR
日体大 国士大 順大順大順大順大 日女体大

3′49″58 3′52″37 3′57″003′57″003′57″003′57″00 4′01″21

走高跳
野添　七瀬④野添　七瀬④野添　七瀬④野添　七瀬④ 青木あかね① 尾崎　美沙① 坂本　愛美④ 本村　明夏②本村　明夏②本村　明夏②本村　明夏②

山口　鈴乃③日体大
横井　友紀④

赤石　　萌②日女体大

順大　1m63順大　1m63順大　1m63順大　1m63 国士大　1m60 日体大　1m60 国士大　1m60 順大　1m55順大　1m55順大　1m55順大　1m55 1m55 日女体大　1m50

棒高跳
青島　綾子④ 梁井　早希③ 長谷部初衣③長谷部初衣③長谷部初衣③長谷部初衣③ 石垣　理紗④

KUR 日体大　4m03 日体大　3m60 順大　3m40順大　3m40順大　3m40順大　3m40 日女体大　NM

走幅跳
桐山明日香② 腰塚　友理④ 西谷　萌未④西谷　萌未④西谷　萌未④西谷　萌未④ 村田　萌実③ 松山　晴香③ 大塚　麻衣② 松井　芽生② 千葉　汐里①千葉　汐里①千葉　汐里①千葉　汐里①

日女体大　5m79（+1.4） 国士大　5m42（+1.1） 順大　5m39（+1.0）順大　5m39（+1.0）順大　5m39（+1.0）順大　5m39（+1.0） 日女体大　5m36（+2.5） 日体大　5m16（+1.7） 日体大　5m08（+0.4） 国士大　5m04（+1.1） 順大　4m55（+0.4）順大　4m55（+0.4）順大　4m55（+0.4）順大　4m55（+0.4）

三段跳
村田　萌実③ 赤石　　萌② 諏訪間恵美② 腰塚　　友理④ 金澤　　茜③ 渡邊はるな②渡邊はるな②渡邊はるな②渡邊はるな②

日女体大　12m04（+1.1） 日女体大　11m25（+2.5） 国士大　11m16（+0.7） 国士大　11m13（+2.2） 日体大　10m82（-0.7） 順大　10m31(-1.8)順大　10m31(-1.8)順大　10m31(-1.8)順大　10m31(-1.8)

砲丸投
松田　昌己① 金井佐季巳④ 田中真里奈① 那須野紘加④ 辻　　絢美① 小堀　恭子① 前田　成美②前田　成美②前田　成美②前田　成美②

国士大　13m85 国士大　12m74 日体大　12m47 日体大　12m34 日女体大　11m99 日女体大　11m54 順大　10m59順大　10m59順大　10m59順大　10m59

円盤投
小野祐紀子④ 芳賀めぐみ④ 福田友里子④ 工藤　　遥③ 矢作　莉奈① 横井　優貴② 北林あずさ②北林あずさ②北林あずさ②北林あずさ②

国士大　47ｍ27 日女体大　41ｍ02 日体大　40ｍ48 日女体大　38ｍ26 国士大　37ｍ22 日体大　36ｍ25 順大　30ｍ29順大　30ｍ29順大　30ｍ29順大　30ｍ29

ﾊﾝﾏｰ投
小野祐紀子④ 武富　麻衣③ 松崎　　鈴② 犬伏　志歩①犬伏　志歩①犬伏　志歩①犬伏　志歩① 橋本　鈴香②

国士大　49m83 日体大　48m41 国士大　43m63 順大　42m86順大　42m86順大　42m86順大　42m86 日体大　40m50

日体大　39m32
やり投

島袋　優美① 川述　　優③川述　　優③川述　　優③川述　　優③ 山本千帆里④ 田上　　恵③ 大河　紗弓② 渡辺　千尋② 成井なつみ④

国士大　52m45 順大　51m41順大　51m41順大　51m41順大　51m41 日女体大　45ｍ66 国士大　45m01 日女体大　42m89 日体大　41m50
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