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日 時  平成 19 年 10 月 27 日(土)午前 10 時 00 分 開 会 式 

10 時 30 分 競技開始 

 

場 所   三重県営総合競技場・陸上競技場(241010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主  催 関西医歯薬科学生陸上競技連盟 

主  管 三 重 陸 上 競 技 協 会 

後  援 東 海 学 生 陸 上 競 技 連 盟 



コンディション情報

トラック審判長  磯田　富弘 跳躍審判長    奥村　仁美

投てき審判長    奥村　仁美

記録主任        辻　　昭司

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ) 風向 測定場所

2007/10/27 10:30 雨 18.3 89.0 0.8 北 0.0 競技場

11:00 雨 18.1 89.0 2.1 北北東 0.0 競技場

12:00 雨 18.0 89.0 1.8 北北東 0.0 競技場

13:00 雨 18.0 90.0 2.4 北北東 0.0 競技場

14:00 雨 17.9 89.0 2.0 北北東 0.0 競技場

15:00 曇 18.2 88.0 2.3 北北東 0.0 競技場

16:00 曇 19.4 76.0 3.9 北北東 0.0 競技場

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟



1位 大阪大学 42 点

2位 関西医科大学 28 点

3位 滋賀医科大学 22 点

1位 大阪大学 31 点

2位 明治鍼灸大学 21 点

3位 滋賀医科大学 15 点

1位 大阪大学 73 点

2位 滋賀医科大学 37 点

3位 関西医科大学 34 点

1位 三重大学 30 点

2位 鳥取大学 16 点

3位 島根大学 15 点

1位 高知大学 30 点

2位 広島大学 16 点

3位 島根大学 15 点

1位 三重大学 38 点

2位 高知大学 37 点

3位 島根大学 30 点

男子 長谷崎拓也 大阪大 走高跳 1m87 大会新
女子 鈴木　睦代 明治鍼灸大 100ｍH 16.80 大会新

総合得点
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100 3 6 2 6 4
200 4 5 1 2 6 3
400 1 5 4 6 5
800 9 5 4 1 2

1500 2 4 5 6 4
5000 2 5 4 10
110H 8 5 4 4
400H 1 3 5 2 4 6

4×100R 2 6 3 5 4 1
4×400R 1 3 6 4 5 2

ﾎﾞｰﾅｽ得点
トラック得点 7 5 5 2 42 5 9 28 17 4 22 21 9 12 13 9
トラック順位 11 12 12 16 1 14 10 2 5 15 3 4 9 7 6 8

走高跳 1 6 2 5 7
走幅跳 6 6 2 4 3
三段跳 8 6 2 4 1
砲丸投 5 4 2 3 1 6
円盤投 4 5 6 5 1
ﾊﾝﾏｰ投 1 2 3 4 6 5
やり投 3 5 6 4 3

ﾎﾞｰﾅｽ得点 2
ﾌｨｰﾙﾄﾞ得点 1 13 5 10 8 31 2 3 21 6 6 15 6 10 12
ﾌｨｰﾙﾄﾞ順位 15 4 12 6 8 1 14 13 2 11 9 3 10 6 5

男子総合得点 1 20 10 15 10 73 2 8 30 34 23 4 37 27 9 12 23 21
男子総合順位 18 9 12 10 12 1 17 15 4 3 6 16 2 5 14 11 7 8
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100 2 9 5 1 4
200 2 5 3 6 4 1
400 5 6 4
800 4 6 5 2 4

3000 9 5 2 1 4
100H 7 1 5 2 6

4×100R 1 5 6 2 4 3
ﾎﾞｰﾅｽ得点 2 2
トラック得点 5 7 1 15 14 7 10 30 16 14 2 8 12 4

順位 11 9 14 3 5 9 7 1 2 4 13 8 6 12

走高跳 2.5 2.5 4 1 6 5
走幅跳 4 1 3 6 5 2
砲丸投 4 7 2 3 5
円盤投 3 4 5 1 6 2
ﾊﾝﾏｰ投 9 6
やり投 1 6 2 5 3 4

ﾎﾞｰﾅｽ得点 2
ﾌｨｰﾙﾄﾞ得点 2.5 8 30 1 15 5.5 13 8 1 5 6 16 11

順位 11 7 1 12 3 9 4 6 12 10 8 2 5

女子総合得点 7.5 8 37 2 30 19.5 20 10 38 1 21 14 8 8 28 15
女子総合順位 14 13 2 15 3 7 6 10 1 16 5 9 11 12 4 8

男女総合得点 7.5 1 28 10 52 12 73 32 27.5 50 44 61 4 38 48 14 8 9 8 12 51 36
男女総合順位 20 22 11 16 3 15 1 10 12 5 7 2 21 8 6 13 18 17 19 14 4 9

備考 2人入賞
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子

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会　得点表



2007年10月27日(土) 大会名 第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 大会コード　 ０７４９１６２４ トラック審判長 磯田　富弘

競技場コード　２４１０１０ フィールド審判長 奥村　仁美

記 録 主 任 辻　　昭司

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　
主催団体名 関西医歯薬科学生陸上競技連盟
後援 東海学生陸上競技連盟
男子の部

日付 種目

１００ｍ 森本　雅俊 (6) 10.88 長谷川正宇 (4) 11.18 大島　靖弘 (1) 11.28 賀来　英俊 (3) 11.33 吉川　佳輔 (2) 11.44 須賀　友規 (3) 11.51 野口　雄史 (6) 11.65

風:+3.0

２００ｍ 森本　雅俊 (6) 21.66 長谷川正宇 (4) 22.20 藤井　大輔 (3) 22.32 後藤　昌広 (2) 23.09 木村浩一朗 (1) 23.11 加藤　正吾 (5) 23.18 北田　雄太 (4) 23.42

風:+3.8

木村浩一朗 (1) 52.74 殿村　修一 (3) 53.13 植田　裕司 (3) 53.89 西岡　靖幸 (1) 54.06 片岡　　淳 (2) 56.06 福井謙太朗 (3) 56.87 和田　紘幸 (1) 57.67 白木亮太朗 (3) 58.36

栃尾　智正 (2) 2.06.81 池田　信人 (M2) 2.09.02 十河　正弥 (4) 2.09.04 加藤　弘規 (4) 2.10.28 平田　　悠 (1) 2.12.50 原田　崇弘 (2) 2.13.71 虫本　涼介 (5) 2.14.86 福井謙太朗 (3) 2.24.25

我妻　慶祐 (4) 4.12.99 小路　祥紘 (5) 4.14.17 石津谷　祐 (6) 4.18.84 十河　正弥 (4) 4.19.37 江田　雅志 (1) 4.24.60 片岡　正尚 (3) 4.29.13 曽根　尚之 (4) 4.30.04 虫本　涼介 (5) 4.30.81

我妻　慶祐 (4) 16.23.87 石津谷　祐 (6) 16.26.86 小路　祥紘 (5) 16.47.01 木村　　丈 (5) 16.57.32 山川　量平 (4) 17.06.68 戸田　進也 (1) 17.40.28 江田　雅志 (1) 17.44.24 森下　雅之 (6) 17.46.46

１１０ｍＨ 扇谷　祐輔 (M2) 15.58 赤羽　祥太 (2) 15.72 佐野　善智 (6) 15.89 目賀田侑哉 (2) 16.77 長谷崎拓也 (M1) 16.90 阪本　祥規 (3) 17.07 千葉　慎也 (1) 17.65

風:+2.7

佐野　善智 (6) 56.62 扇谷　祐輔 (M2) 62.21 原　幹太朗 (4) 62.47 安井　　理 (3) 65.31 片岡　　淳 (2) 65.73 清水　翔治 (2) 66.19 北田　紘平 (5) 68.77 加納　裕士 (2) 70.89

44.17 44.62 45.35 45.57 47.46 47.68 47.78 48.69

  須賀　友規 (3)   笠井　健史 (2)   玉井　皓己 (6)   八木譲太郎 (2)   森田　　勲 (2)   内海　貴裕 (4)   阿部　哲郎 (4)   松永　仁綜 (5)

  長谷川正宇 (4)   山田　耕平 (4)   三浦　広嗣 (4)   吉川　佳輔 (2)   阪中聡一郎 (3)   十河　正弥 (4)   岡田　隆宏 (4)   奥野　修大 (4)

  田子　秀典 (4)   加藤　正吾 (5)   神田　貴弘 (5)   目賀田侑哉 (2)   小林　孝光 (4)   片岡　正尚 (3)   上田　航毅 (1)   内堀　裕昭 (5)

  扇谷　祐輔 (M2)   江草　　豪 (3)   植田　裕司 (3)   阪本　祥規 (3)   賀来　英俊 (3)   伊藤　賢佑 (4)   嶋田　琢磨 (2)   根来　孝義 (2)

3.37.58 3.38.99 3.39.25 3.39.41 3.39.63 3.41.41 3.52.74 3.56.43

  笠井　健史 (2)   森脇　昌哉 (4)   森田　康大 (3)   田子　秀典 (4)   絹川　　薫 (2)   小山　勝也 (1)   岡田　隆宏 (4)   阪本　祥規 (3)

  江草　　豪 (3)   千葉　慎也 (1)   木村浩一朗 (1)   扇谷　祐輔 (M2)   平田　　悠 (1)   藤井　大輔 (3)   上田　航毅 (1)   目賀田侑哉 (2)

  西岡　靖幸 (1)   後藤　昌広 (2)   井口　晃宏 (1)   須賀　友規 (3)   伊藤　宗洋 (1)   奥村　真也 (3)   清家　翔平 (2)   小早川　皓 (4)

  加藤　正吾 (5)   高橋　　翔 (3)   佐野　善智 (6)   長谷川正宇 (4)   殿村　修一 (3)   福井謙太朗 (3)   嶋田　琢磨 (2)   時實　恭平 (1)

長谷崎拓也 (M1) 1m87 福嶋　健志 (3) 1m76 山口　　裕 (1) 1m73 福岡　正隆 (4) 1m70 阿部　哲郎 (4) 1m65 古橋　草平 (1) 1m65 広川　　征 (3) 1m65 山口　　健 (4) 1m60

長崎：大阪大 GR 鳥取：鳥取大 広島：広島大 広島：広島大 京都：明治鍼灸大 岡山：岡山大

根来　孝義 (2) 6m76 +1.2 長谷崎拓也 (M1) 6m51 +0.9 江草　　豪 (3) 6m44 +1.3 前原　健吾 (4) 6m42 +0.9 雪山　裕也 (2) 6m34 +0.7 扇谷　祐輔 (M2) 6m30 +1.5 梅村　勇介 (2) 6m25 +1.4 浅井　重守 (4) 6m10 +1.3

小早川　皓 (4) 13m26 +2.0 扇谷　祐輔 (M2) 12m77 +1.8 森田　康大 (3) 12m63 +2.3 長谷崎拓也 (M1) 12m61 +2.7 江草　　豪 (3) 12m42 +2.0 福嶋　健志 (3) 12m41 +2.6 村瀬　哲司 (2) 11m95 +0.7 浅井　重守 (4) 11m85 +2.2

和田　聖哉 (5) 10m57 村野　裕司 (4) 10m25 笹　聡一郎 (3) 10m21 有賀　隆裕 (1) 10m14 扇谷　祐輔 (M2) 8m76 堤　　勇太 (1) 7m69 佐久間　肇 (2) 7m56 中西健太郎 (3) 7m54

三浦　広嗣 (4) 29m34 佐野　善智 (6) 26m28 村野　裕司 (4) 25m26 前田　昌彦 (3) 24m51 中西健太郎 (3) 24m03 和田　聖哉 (5) 23m98 小林　孝光 (4) 22m13 岡田　隆宏 (4) 19m42

仲谷　傳生 (6) 28m85 和田　聖哉 (5) 24m33 中西健太郎 (3) 21m78 須賀　友規 (3) 20m48 内堀　裕昭 (5) 18m68 村野　裕司 (4) 14m75 有賀　隆裕 (1) 14m55 前田　昌彦 (3) 14m44

笹　聡一郎 (3) 44m15 小林　孝光 (4) 42m86 扇谷　祐輔 (M2) 38m30 梅村　勇介 (2) 36m86 石水　千樹 (2) 36m09 村野　裕司 (4) 35m85 阪中聡一郎 (3) 35m37 長谷崎拓也 (M1) 35m03

高知：高知大 大阪：近畿大 愛知：大阪大 京都：明治鍼灸大 京都：京都薬科大 滋賀：京都薬科大 大阪：近畿大 長崎：大阪大

得点対校の部

総合得点 大阪大学 73点 滋賀医科大学 37点 関西医科大学 34点 明治鍼灸大学 30点 鳥取大学 27点 三重大学 23点 広島大学 23点 奈良医科大学 21点

トラックの部 大阪大学 42点 関西医科大学 28点 滋賀医科大学 22点 鳥取大学 21点 三重大学 17点 広島大学 13点 徳島大学 12点 奈良医科大学 9点

フィールドの部 31点 21点 15点 13点 12点 10点 10点 8点

凡例　　：　　GR　大会新記録　　

10月27日

10月27日

４×４００ｍＲ

10月27日

10月27日

三段跳

10月27日

10月27日 ４００ｍＨ

４×１００ｍＲ10月27日

10月27日 砲丸投

10月27日

やり投

明治鍼灸大学 滋賀医科大学

大阪：近畿大 島根：島根大

京都薬科大学

京都：明治鍼灸大 愛知：愛知医科大 京都：明治鍼灸大奈良：奈良医科大 滋賀：京都薬科大 高知：高知大 静岡：浜松医科大 愛知：大阪大

鳥取：鳥取大

奈良：関西医科大 大阪：大阪市立大福井：滋賀医科大

愛媛：明治鍼灸大大阪：近畿大 大阪：大阪大

三重：三重大 鳥取：鳥取大 京都：京都大 三重：三重大

広島：広島大

岐阜：岐阜薬科大 京都：明治鍼灸大

京都：京都薬科大 高知：高知大

徳島：徳島大

京都：明治鍼灸大

大阪医科大学奈良医科大学 高知大学 広島大学

徳島：徳島大

長崎：大阪大 京都：明治鍼灸大 広島：広島大

高知：高知大鳥取：鳥取大大阪：大阪医科大

福井：滋賀医科大 奈良：奈良医科大 三重：三重大 徳島：関西医科大

京都：京都大兵庫：大阪大富山：関西医科大

京都：京都薬科大

広島：広島大

岡山：川崎医科大

高知：高知大

ハンマー投

大阪大学

京都：明治鍼灸大大阪：大阪大 大阪：大阪医科大

愛知：大阪大 高知：高知大

京都：明治鍼灸大 愛知：大阪大 京都：明治鍼灸大 京都：明治鍼灸大

大阪：関西医科大

大阪：大阪医科大 長崎：大阪大

京都：明治鍼灸大奈良：奈良医科大滋賀：滋賀医科大 静岡：浜松医科大滋賀：京都薬科大

滋賀：滋賀医科大

走高跳

6位5位1位 4位

京都：明治鍼灸大大阪：大阪大

島根：島根大

富山：関西医科大

大阪：関西医科大

大阪：大阪市立大

大阪：京都薬科大

2位 3位

奈良：奈良医科大 広島：広島大

兵庫：京都薬科大

京都：京都大 兵庫：関西医科大

鳥取：鳥取大

10月27日

8位

鳥取：鳥取大

決　勝　一　覧　表
期　日

陸協名

10月27日

高知：徳島大 東京：大阪大 香川：広島大

7位

高知：徳島大 東京：大阪大

静岡：浜松医科大

大阪：近畿大三重：三重大

京都：明治鍼灸大

広島：関西医科大 広島：広島大

大阪：関西医科大

10月27日

20071027

10月27日

島根：島根大大阪：関西医科大 広島：広島大 滋賀：滋賀医科大 大阪：大阪大 奈良：奈良医科大 京都：京都薬科大

８００ｍ

５０００ｍ

１５００ｍ

４００ｍ

10月27日

京都：明治鍼灸大

滋賀：滋賀医科大

大阪：大阪市立大

鳥取：鳥取大 兵庫：大阪大

大阪：大阪医科大島根：島根大京都：京都大

愛知：大阪大

岐阜：岐阜薬科大

10月27日

円盤投
三重：三重大 滋賀：滋賀医科大 滋賀：京都薬科大 京都：明治鍼灸大 京都：明治鍼灸大 奈良：奈良医科大

走幅跳

鳥取：鳥取大京都：明治鍼灸大 愛知：大阪大 滋賀：滋賀医科大 長崎：大阪大 広島：関西医科大

10月27日



2007年10月27日(土) 大会名 第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 大会コード　 ０７４９１６２４ トラック審判長 磯田　富弘

競技場コード　２４１０１０ フィールド審判長 奥村　仁美

記 録 主 任 辻　　昭司

三重陸上競技協会　 コード２４ 競技場名 三重県営総合競技場・陸上競技場　　
主催団体名 関西医歯薬科学生陸上競技連盟
後援 東海学生陸上競技連盟
女子の部

日付 種目

１００ｍ 中根早有生 (1) 13.33 新井　志穂 (M2) 13.36 原本　知佳 (3) 13.50 大畑　春奈 (1) 13.52 栗原　雅子 (4) 13.80 長木友木子 (1) 13.98 本田　佳奈 (2) 14.02

風:+1.5

２００ｍ 塚原　由佳 (4) 26.71 中根早有生 (1) 27.84 原本　知佳 (3) 27.91 新井　志穂 (M2) 28.06 桑原　礼奈 (1) 28.23 本田　佳奈 (2) 28.78 大西　　綾 (1) 28.91

風:+2.5

大西　　綾 (1) 67.81 河合まり子 (4) 69.02 山内　裕子 (2) 70.45

荒木　真理 (3) 2.33.44 菅澤　佳奈 (4) 2.40.16 社領　弥生 (2) 2.42.54 小出麻由佳 (2) 2.45.75 村上　瑛子 (6) 2.47.44 西埜真理恵 (1) 2.54.21 小田佳世子 (2) 2.57.96 西浦　礼奈 (1) 3.01.24

舟本　有里 (4) 11.41.60 矢野真理子 (4) 11.56.39 渡辺　侑奈 (3) 12.19.96 窪田　志保 (3) 12.30.29 後長万友子 (4) 12.39.64 前田　美季 (3) 13.13.98 雨森　湖美 (1) 13.14.29 吉村　尚子 (2) 13.14.56

１００ｍＨ 塚原　由佳 (4) 16.60 鈴木　睦代 (3) 16.80 田原　里沙 (1) 18.05 村岡　朋美 (5) 18.87 大畑　春奈 (1) 19.60 渡辺　零美 (4) 21.14

風:+1.7 GR

53.42 55.40 55.62 56.65 58.22 58.26 59.56 59.59

  大岩ひかる (2) GR   齋藤　綾乃 (1)   宗近　由貴 (2)   志磨村絵梨 (1)   小谷　美香 (4)   松下　　愛 (1)   中田あす香 (5)   梅村　佳永 (3)

  大畑　春奈 (1)   桑原　礼奈 (1)   原本　知佳 (3)   本田　佳奈 (2)   新井　志穂 (M2)   西埜真理恵 (1)   矢野真理子 (4)   礒本　　唯 (2)

  大西　　綾 (1)   上里　弥波 (2)   渡邊　佳奈 (1)   菅田　愛子 (2)   山内　裕子 (2)   淺井　裕子 (4)   松崎　智子 (3)   曽羽　由記 (3)

  中根早有生 (1)   栗原　雅子 (4)   梅本亜衣子 (1)   田中乃理子 (1)   屋嘉　恵子 (4)   後藤　麻美 (1)   河合まり子 (4)   田井中亜希 (1)

梅本亜衣子 (1) 1m41 呉海亜津佐 (2) 1m35 鈴木　睦代 (3) 1m35 淺井　裕子 (4) 1m30 高田　裕子 (1) 1m20

上里　弥波 (2) 1m30

鈴木　睦代 (3)4m88 +1.7 梅本亜衣子 (1)4m73 +1.4 田原　里沙 (1)4m72 +1.0 齋藤　綾乃 (1)4m26 +0.6 本田　佳奈 (2)4m25 +1.0 渡辺　零美 (4)4m10 +1.3 田中乃理子 (1)4m05 +0.7 後藤　麻美 (1) 4m03 +2.0

田原　里沙 (1) 8m77 大畑　春奈 (1) 7m38 田井中亜希 (1) 6m93 落合　亜実 (3) 6m74 向田　千夏 (2) 6m45 村岡　朋美 (5) 6m26 大嶌　裕子 (3) 6m21 植松ゆかり (6) 5m74

長木友木子 (1) 28m65 向田　千夏 (2) 21m75 田原　里沙 (1) 20m99 曽羽　由記 (3) 18m78 曽我　友理 (2) 16m61 梶田美佐子 (3) 15m17 南　　志乃 (2) 14m65 梅村　佳永 (3) 13m48

島根：島根大 高知：高知大 奈良：京都薬科大 広島：広島大 三重：三重大 滋賀：滋賀医科大 大阪：京都薬科大

向田　千夏 (2) 26m36 村岡　朋美 (5) 15m41 田原　里沙 (1) 14m28 植松ゆかり (6) 10m42

田原　里沙 (1) 28m74 小谷　美香 (4) 22m28 志磨村絵梨 (1) 21m14 曽我　友理 (2) 20m92 梶田美佐子 (3) 20m26 小寺　　睦 (2) 18m94 本田　佳奈 (2) 18m84 山中公美子 (1) 18m80

得点対校の部

総合得点 三重大学 38点 高知大学 37点 島根大学 30点 広島大学 28点 鳥取大学 21点 明治鍼灸大学 20点 浜松医科大学 19.5点 奈良医科大学 15点

トラックの部 三重大学 30点 鳥取大学 16点 島根大学 15点 名古屋市立大学 14点 浜松医科大学 14点 広島大学 12点 関西医科大学 10点 京都医科大学 8点

フィールドの部 30点 16点 15点 13点 11点 8点 8点 6点

凡例　　：　　GR　大会新記録　　

４００ｍ

10月27日

10月27日

陸協名

三重：三重大

三重：三重大 大阪：関西医科大

茨城：名古屋市大

三重：三重大 静岡：浜松医科大

鳥取：鳥取大

三重：三重大

福岡：広島大 奈良：奈良医科大 京都：明治鍼灸大 愛知：愛知医科大

静岡：浜松医科大

京都：京都薬科大 奈良：奈良医科大 岐阜：岐阜薬科大

京都：京都医科大

長野：京都薬科大 京都：明治鍼灸大

静岡：浜松医科大

鳥取：鳥取大

愛知：愛知医科大

鳥取：鳥取大

三重：三重大

鳥取：鳥取大

高知：高知大 高知：高知大

広島：広島大

広島：広島大

奈良：奈良医科大

広島：広島大奈良：奈良医科大

静岡：浜松医科大

6位 7位

決　勝　一　覧　表
期　日

4位 5位

三重：三重大 広島：広島大

広島：広島大

10月27日

10月27日

走幅跳

円盤投

大阪：関西医科大

鳥取：鳥取大三重：三重大

静岡：浜松医科大

10月27日 走高跳

島根：島根大

島根：島根大

茨城：名古屋市大

10月27日

10月27日

京都：明治鍼灸大

8位1位 3位

和歌山：和歌山医大

三重：三重大奈良：奈良医科大

三重：三重大京都：京都医科大 島根：島根大

10月27日

2位

島根：島根大

愛知：愛知医科大 三重：三重大

三重：三重大 大阪：大阪医科大

三重：三重大

福岡：広島大 高知：高知大 静岡：浜松医科大 奈良：奈良医科大

和歌山：和歌山医大 奈良：奈良医科大

京都：京都薬科大愛知：愛知医科大 大阪：関西医科大

京都：京都薬科大

滋賀：滋賀医科大

広島：広島大

愛知：愛知医科大

高知：高知大 山口：京都薬科大

奈良：奈良医科大大阪：大阪医科大

10月27日

10月27日 砲丸投

10月27日

やり投

10月27日 ８００ｍ

高知：高知大

10月27日 ハンマー投
高知：高知大

和歌山：和歌山医大

京都：明治鍼灸大

三重：三重大

広島大学高知大学

島根：島根大

高知：高知大 鳥取：鳥取大

京都薬科大学 和歌山医科大学島根大学 明治鍼灸大学 奈良医科大学 三重大学

４×１００ｍＲ

３０００ｍ

高知：高知大



男子　１００ｍ

日本学生記録 (UR)       10.05     末續　慎吾 (東海大)                                         2002        
大会記録 (GR)           10.79     森本　貴昭 (神戸大)                                         2006        

予選  11組0着+8

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 京都 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 広島
1 3 311 内藤　大輔 (2) 関西医科大 11.98 1 2 2006 高橋　　翔 (3) 広島大 11.92

ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 京都 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 島根
2 8 1204 阪本　祥規 (3) 明治鍼灸大 12.10 2 5 2704 嶋田　琢磨 (2) 島根大 12.31

ﾈｺﾞﾛ ﾀｶﾖｼ 大阪 ｳﾁﾎﾘ ﾋﾛｱｷ 大阪
3 7 108 根来　孝義 (2) 大阪医科大 12.39 3 4 101 内堀　裕昭 (5) 大阪医科大 12.33

ｽｷﾞﾉ ﾐﾂﾉﾌﾞ 愛知 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾋﾄ 岐阜
4 2 2402 杉野　充伸 (5) 愛知医科大 12.90 4 8 1712 水野　智仁 (1) 岐阜薬科大 13.42

ﾀｶｽ ﾕｳﾀ 鳥取 ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ 大阪
5 4 1907 高須　勇太 (2) 鳥取大 13.16 5 6 710 今西　　明 (1) 近畿大 14.33

ﾏｴﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 広島 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾗ 京都
6 2004 前原　健吾 (4) 広島大 DNS 3 1219 横山　　彰 (1) 明治鍼灸大 DNS

ﾂﾊﾞｷ ｺｳｽｹ 奈良 ﾋﾗｶﾜﾕｳｷ 岡山
5 901 椿　　康輔 (5) 奈良医科大 DNS 7 2305 平川　雄貫 (1) 岡山大 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵｸﾞﾁ ｼｭﾝ 岐阜 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高知
1 6 1701 大口　　峻 (3) 岐阜薬科大 11.72 1 8 1401 森本　雅俊 (6) 徳島大 11.25 q

ﾋﾗﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知 ﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 広島
2 8 2407 平馬　暢之 (3) 愛知医科大 11.78 2 4 2001 野瀬　大補 (6) 広島大 11.75

ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾔ 広島 ｻｶﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 大阪
3 7 2005 森脇　昌哉 (4) 広島大 12.14 3 3 706 阪中聡一郎 (3) 近畿大 12.43

ﾓﾘﾀ ｲｻｵ 大阪 ｷﾇｶﾞﾜ ｶｵﾙ 奈良
4 4 709 森田　　勲 (2) 近畿大 12.29 4 7 905 絹川　　薫 (2) 奈良医科大 12.67

ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高知 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾆﾝｿｳ 大阪
5 3 1306 西本　祥太 (1) 高知大 12.40 5 5 102 松永　仁綜 (5) 大阪医科大 12.71

ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都 ｵｸﾑﾗ ｼﾝﾔ 京都
6 5 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 12.60 6 603 奥村　真也 (3) 京都薬科大 DNS

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 京都 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根
7 2 1207 前田　昌彦 (3) 明治鍼灸大 13.29 2 2701 阿部　哲郎 (4) 島根大 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｳﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 京都 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京
1 4 2602 内海　貴裕 (4) 京都大 11.79 1 4 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 11.40 q

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岡山 ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪
2 3 305 山田　耕平 (4) 関西医科大 11.88 2 8 1506 須賀　友規 (3) 大阪大 11.52 q

ﾂｶﾓﾄ ﾀｸ 京都 ｶｸﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 大阪
3 2 502 塚本　　拓 (5) 京都医科大 12.38 3 7 711 角谷　宏明 (1) 近畿大 12.40

ﾆｼｶﾄﾞ ｱｷﾗ 大阪 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高知
4 7 105 西角　　章 (4) 大阪医科大 12.93 4 2 1307 和田　紘幸 (1) 高知大 12.41

ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀ 京都 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 京都
5 8 1216 堤　　勇太 (1) 明治鍼灸大 13.59 5 3 609 永田孝太郎 (2) 京都薬科大 12.93

ｺﾔﾏ ｶﾂﾔ 大阪 ｶﾝﾉ ﾕｳｽｹ 岐阜
6 612 小山　勝也 (1) 京都薬科大 DNS 6 1709 菅野　祐輔 (1) 岐阜薬科大 DNS

ｱｶﾊﾞﾈ ｼｮｳﾀ 静岡 ﾊﾔｼﾋｻﾉﾘ 岡山
5 2502 赤羽　祥太 (2) 浜松医科大 DNS 5 2304 林　　尚徳 (1) 岡山大 DNS

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.6 風:  +1.5

風:  +2.4 風:  +1.1

風:  +1.7 風:  +2.5

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 18:11



男子　１００ｍ

日本学生記録 (UR)       10.05     末續　慎吾 (東海大)                                         2002        
大会記録 (GR)           10.79     森本　貴昭 (神戸大)                                         2006        

予選  11組0着+8

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

7組 8組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 奈良 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 香川
1 9 301 加藤　正吾 (5) 関西医科大 11.67 1 5 2015 大島　靖弘 (1) 広島大 11.33 q

ﾄｷｻﾞﾈ ｷｮｳﾍｲ 京都 ﾆｼｵｶ ﾔｽﾕｷ 徳島
2 6 1217 時實　恭平 (1) 明治鍼灸大 11.99 2 2 315 西岡　靖幸 (1) 関西医科大 11.56 q

ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｲﾁ 広島 ｴｸﾞｻ ｺﾞｳ 広島
3 4 2009 轟　　研一 (2) 広島大 12.27 3 4 306 江草　　豪 (3) 関西医科大 11.86

ﾐﾅｶﾀ ﾔﾏﾄ 和歌山 ﾔｽｲ ｵｻﾑ 高知
4 2 401 南方　大和 (2) 和歌山医大 12.48 4 6 1303 安井　　理 (3) 高知大 12.33

ﾜﾀﾗｲ ﾀﾂﾔ 岐阜 ｱﾘｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 静岡
5 3 1708 渡会　達哉 (2) 岐阜薬科大 13.04 5 8 2503 有賀　隆裕 (1) 浜松医科大 12.48

ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 京都 ﾀﾆ ﾋﾛｷ 大阪
6 5 505 池田　亮介 (1) 京都医科大 13.06 6 9 104 谷　　裕基 (4) 大阪医科大 13.05

ｺｸﾌﾞﾝ ｶｽﾞｵ 鳥取 ｼｵﾐ  ｱｷﾋﾄ 大阪
7 7 1904 国分　一男 (4) 鳥取大 13.27 3 704 汐見　光人 (4) 近畿大 DNS

ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 三重 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 奈良
8 1109 三浦　広嗣 (4) 三重大 DNS 7 907 高松　雄一 (1) 奈良医科大 DNS

9組 10組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 愛媛 ﾀﾏｲ ｺｳｷ 三重
1 2 1214 吉川　佳輔 (2) 明治鍼灸大 11.38 q 1 5 1103 玉井　皓己 (6) 三重大 11.74

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼ 鳥取 ｵｸﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪
2 6 1902 野口　雄史 (6) 鳥取大 11.60 q 2 4 103 奥野　修大 (4) 大阪医科大 12.18

ﾀﾅﾍﾞ ｽﾊﾞﾙ 愛知 ｺﾊﾞﾔｼﾋﾛｷ 岡山
3 7 2406 田邊すばる (3) 愛知医科大 12.33 3 6 2303 小林　宏紀 (1) 岡山大 12.44

ｼﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡山 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ 大阪
4 3 202 白木亮太朗 (3) 川崎医科大 12.99 4 2 312 山下　真史 (2) 関西医科大 12.52

ﾔﾏｷ ﾀﾂﾔ 京都 ｵｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 愛知
5 1218 山木　達矢 (1) 明治鍼灸大 DNS 7 2410 岡山　幸平 (1) 愛知医科大 DNS

ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 京都 ﾑﾗﾉ ﾋﾛｼ 滋賀
8 2601 伊藤　賢佑 (4) 京都大 DNS 8 601 村野　裕司 (4) 京都薬科大 DNS

ﾀﾆｶﾞｷ ﾄｵﾙ 京都 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 高知
4 501 谷垣　　徹 (5) 京都医科大 DNS 3 1801 森本　貴昭 (M2) 神戸大 DNS

ｲﾏﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 奈良
9 903 今中　聖悟 (3) 奈良医科大 DNS

11組 決勝
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶｸ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 2 705 賀来　英俊 (3) 近畿大 11.44 q ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高知

ｶｻｲ ﾀｹｼ 岡山 1 6 1401 森本　雅俊 (6) 徳島大 10.88
2 6 309 笠井　健史 (2) 関西医科大 11.65 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京

ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根 2 5 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 11.18
3 3 2702 岡田　隆宏 (4) 島根大 12.09 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 香川

ﾏﾂﾓﾄ 奈良 3 7 2015 大島　靖弘 (1) 広島大 11.28
4 8 1608 松本　一寛 (2) 大阪市立大 12.15 ｶｸ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪

ﾔｷﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 京都 4 3 705 賀来　英俊 (3) 近畿大 11.33
5 5 1212 八木譲太郎 (2) 明治鍼灸大 12.16 ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 愛媛

ﾃﾙﾔ ﾔｽﾋｺ 鳥取 5 4 1214 吉川　佳輔 (2) 明治鍼灸大 11.44
6 9 1908 照屋　靖彦 (2) 鳥取大 12.47 ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪

ｽｷﾞｼﾀ ﾔｽﾉﾘ 京都 6 9 1506 須賀　友規 (3) 大阪大 11.51
7 7 613 杉下　靖宜 (1) 京都薬科大 12.77 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼ 鳥取

ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾔ 滋賀 7 8 1902 野口　雄史 (6) 鳥取大 11.65
8 4 611 木下　直也 (1) 京都薬科大 13.37 ﾆｼｵｶ ﾔｽﾕｷ 徳島

2 315 西岡　靖幸 (1) 関西医科大 DNS

風:  +3.0

風:  +1.8

風:  +2.4 風:  +1.3

風:  +2.6 風:  +1.5

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 18:11



男子　２００ｍ

日本学生記録 (UR)       20.26     末續　慎吾 (東海大)                                         2000        
大会記録 (GR)           21.66     森本　雅俊 (徳島大)                                         2004        

予選  7組1着+1
1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京 ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 奈良
1 5 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 22.51 Q 1 5 301 加藤　正吾 (5) 関西医科大 23.39 Q

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 大阪 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼ 鳥取
2 7 605 藤井　大輔 (3) 京都薬科大 22.83 q 2 8 1902 野口　雄史 (6) 鳥取大 23.48

ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪 ﾄｷｻﾞﾈ ｷｮｳﾍｲ 京都
3 3 1506 須賀　友規 (3) 大阪大 23.67 3 3 1217 時實　恭平 (1) 明治鍼灸大 24.43

ｶｻｲ ﾀｹｼ 岡山 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾔ 広島
4 6 309 笠井　健史 (2) 関西医科大 24.16 4 6 2005 森脇　昌哉 (4) 広島大 24.66

ｷﾀﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大阪 ｶｸﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 大阪
5 2 1601 北田　紘平 (5) 大阪市立大 25.00 5 2 711 角谷　宏明 (1) 近畿大 25.16

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 大阪 ﾀﾆ ﾋﾛｷ 大阪
6 8 712 高橋　智輝 (1) 近畿大 25.78 6 7 104 谷　　裕基 (4) 大阪医科大 26.51

ﾜﾀﾗｲ ﾀﾂﾔ 岐阜 ﾊﾔｼﾋｻﾉﾘ 岡山
7 4 1708 渡会　達哉 (2) 岐阜薬科大 25.91 4 2304 林　　尚徳 (1) 岡山大 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 福井 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 広島
1 8 808 木村浩一朗 (1) 滋賀医科大 23.11 Q 1 3 2008 後藤　昌広 (2) 広島大 23.67 Q

ｺﾔﾏ ｶﾂﾔ 大阪 ｳﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 京都
2 6 612 小山　勝也 (1) 京都薬科大 24.08 2 8 2602 内海　貴裕 (4) 京都大 23.72

ｺﾊﾞﾔｼﾋﾛｷ 岡山 ﾀｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 富山
3 2 2303 小林　宏紀 (1) 岡山大 25.39 3 4 1505 田子　秀典 (4) 大阪大 23.91

ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 京都 ｷﾇｶﾞﾜ ｶｵﾙ 奈良
4 4 609 永田孝太郎 (2) 京都薬科大 26.22 4 5 905 絹川　　薫 (2) 奈良医科大 24.94

ﾑﾗﾉ ﾋﾛｼ 滋賀 ﾀｶｽ ﾕｳﾀ 鳥取
7 601 村野　裕司 (4) 京都薬科大 DNS 5 7 1907 高須　勇太 (2) 鳥取大 27.15

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾆﾝｿｳ 大阪 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾗ 京都
3 102 松永　仁綜 (5) 大阪医科大 DNS 2 1219 横山　　彰 (1) 明治鍼灸大 DNS

ﾂﾊﾞｷ ｺｳｽｹ 奈良 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 三重
5 901 椿　　康輔 (5) 奈良医科大 DNS 6 1106 神田　貴弘 (5) 三重大 DNS

5組 6組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 香川 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高知
1 2 2015 大島　靖弘 (1) 広島大 24.02 Q 1 4 1401 森本　雅俊 (6) 徳島大 24.35 Q

ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根 ﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 大阪
2 4 2702 岡田　隆宏 (4) 島根大 24.30 2 7 1604 原　幹太朗 (4) 大阪市立大 24.69

ﾏﾂﾓﾄ 奈良 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 島根
3 7 1608 松本　一寛 (2) 大阪市立大 24.79 3 5 2704 嶋田　琢磨 (2) 島根大 25.29

ﾃﾙﾔ ﾔｽﾋｺ 鳥取 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 京都
4 5 1908 照屋　靖彦 (2) 鳥取大 25.68 4 3 505 池田　亮介 (1) 京都医科大 27.08

ﾀﾅﾍﾞ ｽﾊﾞﾙ 愛知 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｼﾞ 兵庫
8 2406 田邊すばる (3) 愛知医科大 DNS 2 608 清水　翔治 (2) 京都薬科大 DNS

ｶﾝﾉ ﾕｳｽｹ 岐阜 ｶｸ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪
6 1709 菅野　祐輔 (1) 岐阜薬科大 DNS 8 705 賀来　英俊 (3) 近畿大 DNS

ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 高知 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岡山
3 1801 森本　貴昭 (M2) 神戸大 DNS 6 305 山田　耕平 (4) 関西医科大 DNS

7組 決勝
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾀ 大阪 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 3 1602 北田　雄太 (4) 大阪市立大 23.73 Q ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 高知

ｵｵｸﾞﾁ ｼｭﾝ 岐阜 1 8 1401 森本　雅俊 (6) 徳島大 21.66
2 5 1701 大口　　峻 (3) 岐阜薬科大 24.01 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京

ｶﾏﾀ ﾀｶﾋｺ 京都 2 4 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 22.20
3 4 503 鎌田　貴彦 (2) 京都医科大 25.81 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 大阪

ｻﾄｳ ﾕｳｷ 京都 3 3 605 藤井　大輔 (3) 京都薬科大 22.32
4 6 607 左藤　悠樹 (2) 京都薬科大 26.21 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 広島

ｼﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡山 4 6 2008 後藤　昌広 (2) 広島大 23.09
5 8 202 白木亮太朗 (3) 川崎医科大 26.42 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 福井

ﾋﾗｶﾜﾕｳｷ 岡山 5 5 808 木村浩一朗 (1) 滋賀医科大 23.11
2 2305 平川　雄貫 (1) 岡山大 DNS ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 奈良

ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 奈良 6 7 301 加藤　正吾 (5) 関西医科大 23.18
7 907 高松　雄一 (1) 奈良医科大 DNS ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾀ 大阪

7 2 1602 北田　雄太 (4) 大阪市立大 23.42
ｵｵｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 香川

9 2015 大島　靖弘 (1) 広島大 DNS

風:  +3.8

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

風:  +2.5 風:  +2.7

風:  +0.5

風:  +1.5 風:  +2.0

風:  +1.5 風:  +3.0

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 18:12



男子　４００ｍ

日本学生記録 (UR)       45.03     山村　貴彦 (日本大)                                         2000        
大会記録 (GR)           49.26     森本　貴昭 (神戸大)                                         2006        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆｼｵｶ ﾔｽﾕｷ 徳島 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 福井
1 3 315 西岡　靖幸 (1) 関西医科大 54.06 1 5 808 木村浩一朗 (1) 滋賀医科大 52.74

ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都 ﾄﾉﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 奈良
2 6 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 56.87 2 4 904 殿村　修一 (3) 奈良医科大 53.13

ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高知 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重
3 4 1307 和田　紘幸 (1) 高知大 57.67 3 6 1110 植田　裕司 (3) 三重大 53.89

ｼﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡山 ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝ 大阪
4 2 202 白木亮太朗 (3) 川崎医科大 58.36 4 2 310 片岡　　淳 (2) 関西医科大 56.06

ﾌﾙﾊｼ ｿｳﾍｲ 岐阜 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 京都
5 5 1711 古橋　草平 (1) 岐阜薬科大 59.22 5 3 504 清水　勇希 (2) 京都医科大 62.95

ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知
6 7 2403 内藤　千裕 (5) 愛知医科大 65.46

総合
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 福井
1 808 木村浩一朗 (1) 滋賀医科大 52.74

ﾄﾉﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 奈良
2 904 殿村　修一 (3) 奈良医科大 53.13

ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重
3 1110 植田　裕司 (3) 三重大 53.89

ﾆｼｵｶ ﾔｽﾕｷ 徳島
4 315 西岡　靖幸 (1) 関西医科大 54.06

ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝ 大阪
5 310 片岡　　淳 (2) 関西医科大 56.06

ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都
6 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 56.87

ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高知
7 1307 和田　紘幸 (1) 高知大 57.67

ｼﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡山
8 202 白木亮太朗 (3) 川崎医科大 58.36

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例  2007/10/27 18:16



男子　８００ｍ

日本学生記録 (UR)       1.46.18   小野　友誠 (法政大)                                         1994        
大会記録 (GR)           1.56.00   淡佐口憲一郎 (京都薬大)                                     2001        

予選  4組1着+4

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ
1 5 2603 十河　正弥 (4) 京都大 2.04.91 Q 1 7 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 2.06.05 Q

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾑｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ
2 2 2011 原田　崇弘 (2) 広島大 2.06.91 q 2 2 1402 虫本　涼介 (5) 徳島大 2.09.72 q

ｲﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ
3 3 906 伊藤　宗洋 (1) 奈良医科大 2.12.41 3 6 1215 高橋　信博 (1) 明治鍼灸大 2.14.13

ﾅｻ ﾕｳﾀﾛｳ ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ
4 4 314 奈佐悠太郎 (1) 関西医科大 2.20.91 4 4 1607 小川　弘一 (2) 大阪市立大 2.14.46

ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ ｼﾝﾀｸ ﾋﾛｼ
5 6 610 本田　康裕 (2) 京都薬科大 2.21.09 5 5 307 新宅　　洋 (3) 関西医科大 2.23.20

ﾔﾏｼｷ ﾏｺﾄ ﾐﾉﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ
6 7 316 山舗　　慎 (1) 関西医科大 2.34.61 3 708 蓑原　達郎 (2) 近畿大 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ ｶﾄｳ ﾋﾛｷ
1 7 1901 池田　信人 (M2) 鳥取大 2.06.44 Q 1 4 1108 加藤　弘規 (4) 三重大 2.08.81 Q

ﾄﾁｵ ﾄﾓﾏｻ ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ
2 8 1117 栃尾　智正 (2) 三重大 2.07.11 q 2 3 2706 上田　航毅 (1) 島根大 2.10.90

ﾋﾗﾀ ﾕｳ ｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ
3 3 908 平田　　悠 (1) 奈良医科大 2.07.91 q 3 2 2404 香川　友祐 (3) 愛知医科大 2.19.95

ｲﾉｳｴ ｱｷﾖｼ ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾔ
4 4 2014 井上　晃良 (1) 広島大 2.15.97 6 614 古田　智也 (1) 京都薬科大 DNS

ﾓﾘﾀ ｲｻｵ ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋﾛ
5 6 709 森田　　勲 (2) 近畿大 2.20.47 5 303 小路　祥紘 (5) 関西医科大 DNS

ｳﾁﾏｷ ﾋﾛｽｹ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ
6 2 602 内牧　弘祐 (3) 京都薬科大 2.27.14 7 313 杉本　　尭 (1) 関西医科大 DNS

ﾏﾂｵｶ ﾄｼｷ
7 5 1301 松岡　賢樹 (M2) 高知大 2.31.98

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾄﾁｵ ﾄﾓﾏｻ 三重

1 8 1117 栃尾　智正 (2) 三重大 2.06.81
ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 鳥取

2 4 1901 池田　信人 (M2) 鳥取大 2.09.02
ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ 京都

3 6 2603 十河　正弥 (4) 京都大 2.09.04
ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 三重

4 5 1108 加藤　弘規 (4) 三重大 2.10.28
ﾋﾗﾀ ﾕｳ 奈良

5 3 908 平田　　悠 (1) 奈良医科大 2.12.50
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 広島

6 2 2011 原田　崇弘 (2) 広島大 2.13.71
ﾑｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 徳島

7 9 1402 虫本　涼介 (5) 徳島大 2.14.86
ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都

8 7 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 2.24.25

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 18:54



男子　１５００ｍ

日本学生記録 (UR)       3.38.40   石井　隆士 (日体大)                                         1976        
大会記録 (GR)           4.04.44   小路　祥紘 (関西医大)                                       2005        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組 2組
順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｲｹ ｼｮｳﾍｲ 島根 ﾜｶﾞﾂﾏ ｹｲｽｹ 鳥取
1 10 2705 清家　翔平 (2) 島根大 4.39.70 1 15 1905 我妻　慶祐 (4) 鳥取大 4.12.99

ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋﾛ 富山
2 6 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 4.41.44 2 13 303 小路　祥紘 (5) 関西医科大 4.14.17

ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 京都 ｲｼﾂﾞﾔ ﾕｳ 兵庫
3 20 1210 林　　和弘 (2) 明治鍼灸大 4.42.84 3 14 1503 石津谷　祐 (6) 大阪大 4.18.84

ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 京都 ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ 京都
4 22 1215 高橋　信博 (1) 明治鍼灸大 4.46.69 4 8 2603 十河　正弥 (4) 京都大 4.19.37

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｼﾞ 兵庫 ｴﾀﾞ ﾏｻｼ 高知
5 19 608 清水　翔治 (2) 京都薬科大 4.46.70 5 12 1304 江田　雅志 (1) 高知大 4.24.60

ｻﾄｳ ﾀｶｼ 三重 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ 京都
6 11 1112 佐藤　貴志 (3) 三重大 4.48.90 6 11 2604 片岡　正尚 (3) 京都大 4.29.13

ｼﾛｻｶ ｹｲｽｹ 大阪 ｿﾈ ﾅｵﾕｷ 兵庫
7 8 1605 城阪　佳佑 (3) 大阪市立大 4.56.46 7 7 304 曽根　尚之 (4) 関西医科大 4.30.04

ｻｺﾝ ﾖｼﾄ 大阪 ﾑｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 徳島
8 13 1603 左近　慶人 (4) 大阪市立大 4.56.51 8 16 1402 虫本　涼介 (5) 徳島大 4.30.81

ｳﾁﾏｷ ﾋﾛｽｹ 京都 ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｶｽﾞ 三重
9 17 602 内牧　弘祐 (3) 京都薬科大 5.06.34 9 5 1113 寺島　俊和 (3) 三重大 4.31.13

ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 京都 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 滋賀
10 4 610 本田　康裕 (2) 京都薬科大 5.06.67 10 2 805 清水　　哲 (2) 滋賀医科大 4.31.48

ﾏﾂﾑﾗ ｵｻﾑ 京都 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 三重
11 7 506 松村　　治 (1) 京都医科大 5.10.11 11 3 1101 大矢　和伸 (6) 三重大 4.31.81

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾀｶ 広島 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 大阪
12 5 2013 溝口　忠孝 (2) 広島大 5.11.08 12 21 313 杉本　　尭 (1) 関西医科大 4.33.66

ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾔ 滋賀 ｺｻﾄ ﾋﾛｷ 三重
13 1 611 木下　直也 (1) 京都薬科大 5.11.98 13 1 1107 小里　大基 (5) 三重大 4.34.43

ｲﾄｳ ｼｮｳ 滋賀 ﾊﾔｼﾀ ｲｼﾞｭ 静岡
14 9 803 伊藤　　翔 (3) 滋賀医科大 5.13.80 14 19 2501 林　　泰壽 (3) 浜松医科大 4.36.39

ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 滋賀
15 16 2403 内藤　千裕 (5) 愛知医科大 5.35.61 15 6 807 井口　晃宏 (1) 滋賀医科大 4.40.79

ｲﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 大阪 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 京都
16 18 701 市田　竜也 (4) 近畿大 5.38.72 16 18 504 清水　勇希 (2) 京都医科大 4.49.03

ﾀﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 愛知 ﾌｸｵｶ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜
12 2409 田村　正隆 (2) 愛知医科大 DNS 17 10 1705 福岡　智宏 (2) 岐阜薬科大 5.00.48

ｲｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 京都 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 広島
15 606 石水　千樹 (2) 京都薬科大 DNS 18 22 2011 原田　崇弘 (2) 広島大 5.01.22

ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾔ 岐阜 ﾏﾂｵｶ ﾄｼｷ 高知
3 614 古田　智也 (1) 京都薬科大 DNS 4 1301 松岡　賢樹 (M2) 高知大 DNS

ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 三重 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 兵庫
14 1108 加藤　弘規 (4) 三重大 DNS 20 308 井上　貴裕 (2) 関西医科大 DNS

ﾋﾗﾀ ﾏｻﾋﾄ 三重 ﾄﾁｵ ﾄﾓﾏｻ 三重
21 1119 平田　政仁 (1) 三重大 DNS 9 1117 栃尾　智正 (2) 三重大 DNS

ｲﾉｳｴ ｱｷﾖｼ 兵庫 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 鳥取
2 2014 井上　晃良 (1) 広島大 DNS 17 1903 木村　　丈 (5) 鳥取大 DNS

総合
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜｶﾞﾂﾏ ｹｲｽｹ 鳥取
1 1905 我妻　慶祐 (4) 鳥取大 4.12.99

ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋﾛ 富山
2 303 小路　祥紘 (5) 関西医科大 4.14.17

ｲｼﾂﾞﾔ ﾕｳ 兵庫
3 1503 石津谷　祐 (6) 大阪大 4.18.84

ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ 京都
4 2603 十河　正弥 (4) 京都大 4.19.37

ｴﾀﾞ ﾏｻｼ 高知
5 1304 江田　雅志 (1) 高知大 4.24.60

ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ 京都
6 2604 片岡　正尚 (3) 京都大 4.29.13

ｿﾈ ﾅｵﾕｷ 兵庫
7 304 曽根　尚之 (4) 関西医科大 4.30.04

ﾑｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 徳島
8 1402 虫本　涼介 (5) 徳島大 4.30.81

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 18:56



男子　５０００ｍ

日本学生記録 (UR)       13.20.43  高岡　寿成 (龍谷大)                                         1992        
大会記録 (GR)           15.18.36  我妻　慶祐 (鳥取大)                                         2006        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾜｶﾞﾂﾏ ｹｲｽｹ 鳥取 ｼﾊﾞｲｹ ﾖｳｼﾞ 大阪

1 14 1905 我妻　慶祐 (4) 鳥取大 16.23.87 35 28 707 芝池　庸二 (2) 近畿大 20.51.62
ｲｼﾂﾞﾔ ﾕｳ 兵庫 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁ 岐阜

2 12 1503 石津谷　祐 (6) 大阪大 16.26.86 36 25 1710 土谷　祐一 (1) 岐阜薬科大 20.57.13
ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋﾛ 富山 ﾊﾔｼ ｻﾄｼ 三重

3 10 303 小路　祥紘 (5) 関西医科大 16.47.01 37 24 1118 林　　智士 (1) 三重大 22.39.92
ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 鳥取

4 5 1903 木村　　丈 (5) 鳥取大 16.57.32
ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大阪

5 33 106 山川　量平 (4) 大阪医科大 17.06.68
ﾄﾀﾞ ｼﾝﾔ 鳥取

6 11 1909 戸田　進也 (1) 鳥取大 17.40.28
ｴﾀﾞ ﾏｻｼ 高知

7 15 1304 江田　雅志 (1) 高知大 17.44.24
ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾕｷ 広島

8 2 2002 森下　雅之 (6) 広島大 17.46.46
ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ 京都

9 29 2604 片岡　正尚 (3) 京都大 17.47.30
ｺｻﾄ ﾋﾛｷ 三重

10 8 1107 小里　大基 (5) 三重大 17.49.44
ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 滋賀

11 6 805 清水　　哲 (2) 滋賀医科大 17.58.13
ﾊﾔｼﾀ ｲｼﾞｭ 静岡

12 19 2501 林　　泰壽 (3) 浜松医科大 18.07.02
ﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 岡山

13 18 203 原　隆二郎 (3) 川崎医科大 18.07.23
ｿﾈ ﾅｵﾕｷ 兵庫

14 9 304 曽根　尚之 (4) 関西医科大 18.19.60
ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｶｽﾞ 三重

15 30 1113 寺島　俊和 (3) 三重大 18.19.74
ﾊﾗﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ 広島

16 4 2012 原武　大介 (2) 広島大 18.27.53
ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ 京都

17 13 2603 十河　正弥 (4) 京都大 18.33.16
ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大阪

18 37 109 前田　英紀 (2) 大阪医科大 18.36.60
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 三重

19 43 1112 佐藤　貴志 (3) 三重大 18.39.43
ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 三重

20 27 1104 常世田智明 (6) 三重大 18.41.63
ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 兵庫

21 16 308 井上　貴裕 (2) 関西医科大 18.45.74
ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 岐阜

22 42 1702 山下　修司 (3) 岐阜薬科大 18.48.94
ｼﾗｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡山

23 23 202 白木亮太朗 (3) 川崎医科大 18.53.74
ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都

24 45 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 18.57.85
ﾑｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 徳島

25 7 1402 虫本　涼介 (5) 徳島大 19.11.21
ﾊｾｶﾞﾜﾄｵﾙ 岡山

26 17 2301 長谷川　徹 (5) 岡山大 19.17.17
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 京都

27 22 504 清水　勇希 (2) 京都医科大 19.22.90
ｲﾉｳｴ ﾖｳｲﾁ 岡山

28 40 201 井上　洋一 (3) 川崎医科大 19.32.30
ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾔ 三重

29 31 1102 繁田　直哉 (6) 三重大 19.32.98
ｵｵｲﾜ ｹｲｽｹ 三重

30 34 1115 大岩　恵祐 (2) 三重大 19.44.98
ｵｶﾏﾂ ﾕｳｷ 三重

31 41 1116 岡松　佑樹 (2) 三重大 20.14.79
ﾆｼｵｶ ﾔｽｼ 岐阜

32 38 1704 西岡　　康 (2) 岐阜薬科大 20.21.17
ｽﾐｲ ﾖｳｽｹ 大阪

33 35 107 住井　陽介 (2) 大阪医科大 20.22.12
ｲﾄｳ ｼｮｳ 滋賀

34 39 803 伊藤　　翔 (3) 滋賀医科大 20.36.43

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 18:57



男子　１１０ｍＨ

10月27日 13:05 予選 

日本学生記録 (UR)       13.50     内藤　真人 (法政大)                                         2001        10月27日 15:30 決勝 

大会記録 (GR)           14.78     権　　泰文 (奈良医大)                                       2003        

予選  2組3着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知 ｻﾉ ﾖｼﾄﾓ 滋賀
1 3 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 15.32 Q 1 2 801 佐野　善智 (6) 滋賀医科大 16.68 Q

ｱｶﾊﾞﾈ ｼｮｳﾀ 静岡 ﾒｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 京都
2 2 2502 赤羽　祥太 (2) 浜松医科大 15.72 Q 2 4 1211 目賀田侑哉 (2) 明治鍼灸大 17.41 Q

ﾊｾｻﾞｷ ﾀｸﾔ 長崎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 大阪
3 7 1502 長谷崎拓也 (M1) 大阪大 16.78 Q 3 6 703 小林　孝光 (4) 近畿大 18.06 Q

ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 京都 ﾌﾙﾊｼ ｿｳﾍｲ 岐阜
4 4 1204 阪本　祥規 (3) 明治鍼灸大 16.86 q 4 3 1711 古橋　草平 (1) 岐阜薬科大 21.35

ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 広島 ｵｸﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪
5 6 2016 千葉　慎也 (1) 広島大 17.87 q 5 103 奥野　修大 (4) 大阪医科大 DNF

ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 滋賀 ﾏﾂﾓﾄ 奈良
6 8 804 森田　康大 (3) 滋賀医科大 18.29 7 1608 松本　一寛 (2) 大阪市立大 DNS

ｽｷﾞｼﾀ ﾔｽﾉﾘ 京都 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 奈良
7 5 613 杉下　靖宜 (1) 京都薬科大 28.81 8 907 高松　雄一 (1) 奈良医科大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知

1 4 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 15.58
ｱｶﾊﾞﾈ ｼｮｳﾀ 静岡

2 6 2502 赤羽　祥太 (2) 浜松医科大 15.72
ｻﾉ ﾖｼﾄﾓ 滋賀

3 5 801 佐野　善智 (6) 滋賀医科大 15.89
ﾒｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 京都

4 7 1211 目賀田侑哉 (2) 明治鍼灸大 16.77
ﾊｾｻﾞｷ ﾀｸﾔ 長崎

5 9 1502 長谷崎拓也 (M1) 大阪大 16.90
ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 京都

6 3 1204 阪本　祥規 (3) 明治鍼灸大 17.07
ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 広島

7 8 2016 千葉　慎也 (1) 広島大 17.65
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 大阪

2 703 小林　孝光 (4) 近畿大 DNF

風:  +2.7

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.1 風:  +1.6

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNF：途中棄権  DNS：欠　　　場 2007/10/27 19:02



男子　４００ｍＨ

日本学生記録 (UR)       47.89     為末　　大 (法政大)                                         2001        
大会記録 (GR)           55.09     佐野　善智 (滋賀医大)                                       2006        

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾉ ﾖｼﾄﾓ 滋賀

1 8 801 佐野　善智 (6) 滋賀医科大 56.62
ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知

2 6 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 62.21
ﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 大阪

3 7 1604 原　幹太朗 (4) 大阪市立大 62.47
ﾔｽｲ ｵｻﾑ 高知

4 2 1303 安井　　理 (3) 高知大 65.31
ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝ 大阪

5 9 310 片岡　　淳 (2) 関西医科大 65.73
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｼﾞ 兵庫

6 5 608 清水　翔治 (2) 京都薬科大 66.19
ｷﾀﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大阪

7 3 1601 北田　紘平 (5) 大阪市立大 68.77
ｶﾉｳ ﾕｳｼﾞ 京都

8 4 1209 加納　裕士 (2) 明治鍼灸大 70.89

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例  2007/10/27 19:03



男子　４×１００ｍＲ

日本学生記録 (UR)       38.57     東海大 (宮崎･末續･藤本･奥迫)                                2001        
大会記録 (GR)           43.73     奈良医大 (椿・米田・南・権)                                 2003        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組
1着 5ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 7ﾚｰﾝ
大阪大 44.17 明治鍼灸大 45.57 近畿大 47.46
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪 ﾔｷﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 京都 ﾓﾘﾀ ｲｻｵ 大阪
1 1506 須賀　友規 (3) 大阪大 1 1212 八木譲太郎 (2) 明治鍼灸大 1 709 森田　　勲 (2) 近畿大

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京 ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 愛媛 ｻｶﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 大阪
2 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 2 1214 吉川　佳輔 (2) 明治鍼灸大 2 706 阪中聡一郎 (3) 近畿大

ﾀｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 富山 ﾒｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 京都 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 大阪
3 1505 田子　秀典 (4) 大阪大 3 1211 目賀田侑哉 (2) 明治鍼灸大 3 703 小林　孝光 (4) 近畿大

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 京都 ｶｸ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪
4 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 4 1204 阪本　祥規 (3) 明治鍼灸大 4 705 賀来　英俊 (3) 近畿大

4着 3ﾚｰﾝ 5着 8ﾚｰﾝ 6着 2ﾚｰﾝ
京都大 47.68 鳥取大 48.77 京都医科大 49.97
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｳﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 京都 ｺｸﾌﾞﾝ ｶｽﾞｵ 鳥取 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 京都
1 2602 内海　貴裕 (4) 京都大 1 1904 国分　一男 (4) 鳥取大 1 505 池田　亮介 (1) 京都医科大

ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ 京都 ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 鳥取 ｶﾏﾀ ﾀｶﾋｺ 京都
2 2603 十河　正弥 (4) 京都大 2 1906 福嶋　健志 (3) 鳥取大 2 503 鎌田　貴彦 (2) 京都医科大

ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ 京都 ﾃﾙﾔ ﾔｽﾋｺ 鳥取 ﾂｶﾓﾄ ﾀｸ 京都
3 2604 片岡　正尚 (3) 京都大 3 1908 照屋　靖彦 (2) 鳥取大 3 502 塚本　　拓 (5) 京都医科大

ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 京都 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼ 鳥取 ﾀﾆｶﾞｷ ﾄｵﾙ 京都
4 2601 伊藤　賢佑 (4) 京都大 4 1902 野口　雄史 (6) 鳥取大 4 501 谷垣　　徹 (5) 京都医科大

DNS 6ﾚｰﾝ
京都薬科大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

2組
1着 5ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ
関西医科大 44.62 三重大 45.35 島根大 47.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶｻｲ ﾀｹｼ 岡山 ﾀﾏｲ ｺｳｷ 三重 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根
1 309 笠井　健史 (2) 関西医科大 1 1103 玉井　皓己 (6) 三重大 1 2701 阿部　哲郎 (4) 島根大

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岡山 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 三重 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根
2 305 山田　耕平 (4) 関西医科大 2 1109 三浦　広嗣 (4) 三重大 2 2702 岡田　隆宏 (4) 島根大

ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 奈良 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 三重 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 島根
3 301 加藤　正吾 (5) 関西医科大 3 1106 神田　貴弘 (5) 三重大 3 2706 上田　航毅 (1) 島根大

ｴｸﾞｻ ｺﾞｳ 広島 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 島根
4 306 江草　　豪 (3) 関西医科大 4 1110 植田　裕司 (3) 三重大 4 2704 嶋田　琢磨 (2) 島根大

4着 2ﾚｰﾝ 5着 9ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
大阪医科大 48.69 高知大 52.08 広島大 DSQ,*R3
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾆﾝｿｳ 大阪 ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ 高知 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 香川
1 102 松永　仁綜 (5) 大阪医科大 1 1306 西本　祥太 (1) 高知大 1 2015 大島　靖弘 (1) 広島大

ｵｸﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪 ｻｻ ｿｳｲﾁﾛｳ 高知 ﾏｴﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 広島
2 103 奥野　修大 (4) 大阪医科大 2 1302 笹　聡一郎 (3) 高知大 2 2004 前原　健吾 (4) 広島大

ｳﾁﾎﾘ ﾋﾛｱｷ 大阪 ﾔｽｲ ｵｻﾑ 高知 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 広島
3 101 内堀　裕昭 (5) 大阪医科大 3 1303 安井　　理 (3) 高知大 3 2017 山口　　裕 (1) 広島大

ﾈｺﾞﾛ ﾀｶﾖｼ 大阪 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高知 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 広島
4 108 根来　孝義 (2) 大阪医科大 4 1307 和田　紘幸 (1) 高知大 4 2008 後藤　昌広 (2) 広島大

DNS 6ﾚｰﾝ DNS 8ﾚｰﾝ
岐阜薬科大 DNS 奈良医科大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場  DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４ 2007/10/27 19:08



男子　４×１００ｍＲ

日本学生記録 (UR)       38.57     東海大 (宮崎･末續･藤本･奥迫)                                2001        
大会記録 (GR)           43.73     奈良医大 (椿・米田・南・権)                                 2003        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

総合

1 2 3
大阪大 44.17 関西医科大 44.62 三重大 45.35
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪 ｶｻｲ ﾀｹｼ 岡山 ﾀﾏｲ ｺｳｷ 三重
1 1506 須賀　友規 (3) 大阪大 1 309 笠井　健史 (2) 関西医科大 1 1103 玉井　皓己 (6) 三重大

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 岡山 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 三重
2 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 2 305 山田　耕平 (4) 関西医科大 2 1109 三浦　広嗣 (4) 三重大

ﾀｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 富山 ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 奈良 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 三重
3 1505 田子　秀典 (4) 大阪大 3 301 加藤　正吾 (5) 関西医科大 3 1106 神田　貴弘 (5) 三重大

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知 ｴｸﾞｻ ｺﾞｳ 広島 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 三重
4 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 4 306 江草　　豪 (3) 関西医科大 4 1110 植田　裕司 (3) 三重大

4 5 6
明治鍼灸大 45.57 近畿大 47.46 京都大 47.68
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔｷﾞ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 京都 ﾓﾘﾀ ｲｻｵ 大阪 ｳﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 京都
1 1212 八木譲太郎 (2) 明治鍼灸大 1 709 森田　　勲 (2) 近畿大 1 2602 内海　貴裕 (4) 京都大

ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 愛媛 ｻｶﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 大阪 ﾄｳｺﾞｳ ﾏｻﾔ 京都
2 1214 吉川　佳輔 (2) 明治鍼灸大 2 706 阪中聡一郎 (3) 近畿大 2 2603 十河　正弥 (4) 京都大

ﾒｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 京都 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 大阪 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾅｵ 京都
3 1211 目賀田侑哉 (2) 明治鍼灸大 3 703 小林　孝光 (4) 近畿大 3 2604 片岡　正尚 (3) 京都大

ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 京都 ｶｸ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 京都
4 1204 阪本　祥規 (3) 明治鍼灸大 4 705 賀来　英俊 (3) 近畿大 4 2601 伊藤　賢佑 (4) 京都大

7 8
島根大 47.78 大阪医科大 48.69
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾆﾝｿｳ 大阪
1 2701 阿部　哲郎 (4) 島根大 1 102 松永　仁綜 (5) 大阪医科大

ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根 ｵｸﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪
2 2702 岡田　隆宏 (4) 島根大 2 103 奥野　修大 (4) 大阪医科大

ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 島根 ｳﾁﾎﾘ ﾋﾛｱｷ 大阪
3 2706 上田　航毅 (1) 島根大 3 101 内堀　裕昭 (5) 大阪医科大

ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 島根 ﾈｺﾞﾛ ﾀｶﾖｼ 大阪
4 2704 嶋田　琢磨 (2) 島根大 4 108 根来　孝義 (2) 大阪医科大

凡例    DNS：欠　　　場  DSQ：失　　　格  *R3：オーバーゾーン　３　→　４ 2007/10/27 19:08



男子　４×４００ｍＲ

日本学生記録 (UR)       3.03.71   日本大 (小林･向井･中川･山村)                                2000        
大会記録 (GR)           3.29.84   京都薬大 (光廣・楠本・尾花・森)                             2003        

ﾀｲﾑﾚｰｽ

1組
1着 2ﾚｰﾝ 2着 4ﾚｰﾝ 3着 3ﾚｰﾝ
大阪大 3.39.41 京都薬科大 3.41.41 明治鍼灸大 3.56.43
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 富山 ｺﾔﾏ ｶﾂﾔ 大阪 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｷ 京都
1 1505 田子　秀典 (4) 大阪大 1 612 小山　勝也 (1) 京都薬科大 1 1204 阪本　祥規 (3) 明治鍼灸大

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 大阪 ﾒｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 京都
2 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 2 605 藤井　大輔 (3) 京都薬科大 2 1211 目賀田侑哉 (2) 明治鍼灸大

ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪 ｵｸﾑﾗ ｼﾝﾔ 京都 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｱｷﾗ 京都
3 1506 須賀　友規 (3) 大阪大 3 603 奥村　真也 (3) 京都薬科大 3 1202 小早川　皓 (4) 明治鍼灸大

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京 ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都 ﾄｷｻﾞﾈ ｷｮｳﾍｲ 京都
4 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 4 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大 4 1217 時實　恭平 (1) 明治鍼灸大

4着 1ﾚｰﾝ 5着 5ﾚｰﾝ
鳥取大 3.56.79 高知大 4.00.28
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 鳥取 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高知
1 1906 福嶋　健志 (3) 鳥取大 1 1307 和田　紘幸 (1) 高知大

ﾜｶﾞﾂﾏ ｹｲｽｹ 鳥取 ﾏﾂｵｶ ﾄｼｷ 高知
2 1905 我妻　慶祐 (4) 鳥取大 2 1301 松岡　賢樹 (M2) 高知大

ｺｸﾌﾞﾝ ｶｽﾞｵ 鳥取 ﾔｽｲ ｵｻﾑ 高知
3 1904 国分　一男 (4) 鳥取大 3 1303 安井　　理 (3) 高知大

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼ 鳥取 ｴﾀﾞ ﾏｻｼ 高知
4 1902 野口　雄史 (6) 鳥取大 4 1304 江田　雅志 (1) 高知大

2組
1着 4ﾚｰﾝ 2着 1ﾚｰﾝ 3着 5ﾚｰﾝ
関西医科大 3.37.58 広島大 3.38.99 滋賀医科大 3.39.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶｻｲ ﾀｹｼ 岡山 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾔ 広島 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 滋賀
1 309 笠井　健史 (2) 関西医科大 1 2005 森脇　昌哉 (4) 広島大 1 804 森田　康大 (3) 滋賀医科大

ｴｸﾞｻ ｺﾞｳ 広島 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 広島 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 福井
2 306 江草　　豪 (3) 関西医科大 2 2016 千葉　慎也 (1) 広島大 2 808 木村浩一朗 (1) 滋賀医科大

ﾆｼｵｶ ﾔｽﾕｷ 徳島 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 広島 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 滋賀
3 315 西岡　靖幸 (1) 関西医科大 3 2008 後藤　昌広 (2) 広島大 3 807 井口　晃宏 (1) 滋賀医科大

ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 奈良 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 広島 ｻﾉ ﾖｼﾄﾓ 滋賀
4 301 加藤　正吾 (5) 関西医科大 4 2006 高橋　　翔 (3) 広島大 4 801 佐野　善智 (6) 滋賀医科大

4着 6ﾚｰﾝ 5着 2ﾚｰﾝ DNS 3ﾚｰﾝ
奈良医科大 3.39.63 島根大 3.52.74 三重大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷﾇｶﾞﾜ ｶｵﾙ 奈良 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根
1 905 絹川　　薫 (2) 奈良医科大 1 2702 岡田　隆宏 (4) 島根大

ﾋﾗﾀ ﾕｳ 奈良 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 島根
2 908 平田　　悠 (1) 奈良医科大 2 2706 上田　航毅 (1) 島根大

ｲﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ 奈良 ｾｲｹ ｼｮｳﾍｲ 島根
3 906 伊藤　宗洋 (1) 奈良医科大 3 2705 清家　翔平 (2) 島根大

ﾄﾉﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 奈良 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 島根
4 904 殿村　修一 (3) 奈良医科大 4 2704 嶋田　琢磨 (2) 島根大

総合

1 2 3
関西医科大 3.37.58 広島大 3.38.99 滋賀医科大 3.39.25
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶｻｲ ﾀｹｼ 岡山 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾔ 広島 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 滋賀
1 309 笠井　健史 (2) 関西医科大 1 2005 森脇　昌哉 (4) 広島大 1 804 森田　康大 (3) 滋賀医科大

ｴｸﾞｻ ｺﾞｳ 広島 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 広島 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 福井
2 306 江草　　豪 (3) 関西医科大 2 2016 千葉　慎也 (1) 広島大 2 808 木村浩一朗 (1) 滋賀医科大

ﾆｼｵｶ ﾔｽﾕｷ 徳島 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 広島 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 滋賀
3 315 西岡　靖幸 (1) 関西医科大 3 2008 後藤　昌広 (2) 広島大 3 807 井口　晃宏 (1) 滋賀医科大

ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 奈良 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 広島 ｻﾉ ﾖｼﾄﾓ 滋賀
4 301 加藤　正吾 (5) 関西医科大 4 2006 高橋　　翔 (3) 広島大 4 801 佐野　善智 (6) 滋賀医科大

4 5 6
大阪大 3.39.41 奈良医科大 3.39.63 京都薬科大 3.41.41
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾀｺﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 富山 ｷﾇｶﾞﾜ ｶｵﾙ 奈良 ｺﾔﾏ ｶﾂﾔ 大阪
1 1505 田子　秀典 (4) 大阪大 1 905 絹川　　薫 (2) 奈良医科大 1 612 小山　勝也 (1) 京都薬科大

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知 ﾋﾗﾀ ﾕｳ 奈良 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 大阪
2 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 2 908 平田　　悠 (1) 奈良医科大 2 605 藤井　大輔 (3) 京都薬科大

ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪 ｲﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ 奈良 ｵｸﾑﾗ ｼﾝﾔ 京都
3 1506 須賀　友規 (3) 大阪大 3 906 伊藤　宗洋 (1) 奈良医科大 3 603 奥村　真也 (3) 京都薬科大

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京 ﾄﾉﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 奈良 ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都
4 1504 長谷川正宇 (4) 大阪大 4 904 殿村　修一 (3) 奈良医科大 4 604 福井謙太朗 (3) 京都薬科大

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 19:11



男子　走高跳
審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

10月27日 13:00 決勝 

日本学生記録 (UR)       2m32      君野　貴弘 (順天堂大)                                       1993        

大会記録 (GR)           1m86      桑野　洋輔 (香川大)                                         2006        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊｾｻﾞｷ ﾀｸﾔ 長崎 － － － － － － － － － －

1 4 1502 長谷崎拓也 (M1) 大阪大 ○ × × × 1m87 GR

ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 鳥取 － － － － － － ○ ○ ○ × × ×

2 13 1906 福嶋　健志 (3) 鳥取大 1m76

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 広島 － － － － － × － × ○ ○ × × ×

3 5 2017 山口　　裕 (1) 広島大 1m73

ﾌｸｵｶ ﾏｻﾀｶ 広島 － － － － × ○ × ○ × × ○ × × ×

4 10 2003 福岡　正隆 (4) 広島大 1m70

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根 － － － － ○ ○ × × ×

5 7 2701 阿部　哲郎 (4) 島根大 1m65

ﾌﾙﾊｼ ｿｳﾍｲ 岐阜 － － － － － × × ○ × × ×

6 2 1711 古橋　草平 (1) 岐阜薬科大 1m65

ﾋﾛｶﾜ ﾏｻｼ 京都 － － － － × ○ × × ○ × × ×

7 14 1206 広川　　征 (3) 明治鍼灸大 1m65

ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ 岡山 － － － － × ○ × × ×

8 18 2302 山口　　健 (4) 岡山大 1m60

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岐阜 － × ○ ○ × × ○ × × ×

9 6 1707 安田　浩之 (2) 岐阜薬科大 1m55

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 愛知 － － － － － － × × ×

16 1501 扇谷　祐輔 (M2) 大阪大 NM

ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾖｼ 島根 － － － － × × ×

11 2707 三浦　重禎 (1) 島根大 NM

ｱｻｲ ｼｹﾞﾓﾘ 京都 － － － － × × ×

1 1201 浅井　重守 (4) 明治鍼灸大 NM

ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｽｹ 京都 － － － － × × ×

19 1208 梅村　勇介 (2) 明治鍼灸大 NM

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 大阪 × × ×

9 313 杉本　　尭 (1) 関西医科大 NM

ｻﾄｳ ﾕｳｷ 京都

12 607 左藤　悠樹 (2) 京都薬科大 DNS

ﾄｷｻﾞﾈ ｷｮｳﾍｲ 京都

8 1217 時實　恭平 (1) 明治鍼灸大 DNS

ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾗ 京都

3 1219 横山　　彰 (1) 明治鍼灸大 DNS

ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 京都

17 311 内藤　大輔 (2) 関西医科大 DNS

ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳ 広島

15 2007 大谷　　遼 (2) 広島大 DNS

1m76 1m791m40
1m87

1m45
1m95

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    GR：大会記録  NM：記録なし  DNS：欠　　　場



男子　走幅跳

10月27日 10:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       8m25      森長　正樹 (日本大)                                         1992        

大会記録 (GR)           6m93      坪井　良寛 (明治鍼灸)                                       2006        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾈｺﾞﾛ ﾀｶﾖｼ 大阪医科大 6m76 × － 6m76 8 － 3m68 × 6m76

1 18 108 根来　孝義 (2) 大阪 +1.2 +1.2 +0.6 +1.2

ﾊｾｻﾞｷ ﾀｸﾔ 大阪大 6m14 6m38 6m51 6m51 7 × － － 6m51

2 8 1502 長谷崎拓也 (M1) 長崎 +1.8 +2.7 +0.9 +0.9 +0.9

ｴｸﾞｻ ｺﾞｳ 関西医科大 6m44 6m24 － 6m44 6 － － － 6m44

3 20 306 江草　　豪 (3) 広島 +1.3 +0.3 +1.3 +1.3

ﾏｴﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 広島大 6m35 6m03 6m18 6m35 5 6m40 × 6m42 6m42

4 10 2004 前原　健吾 (4) 広島 +0.8 +1.1 +1.6 +0.8 +1.3 +0.9 +0.9

ﾕｷﾔﾏ ﾕｳﾔ 明治鍼灸大 6m04 6m29 6m10 6m29 3 4m81 6m34 6m22 6m34

5 3 1213 雪山　裕也 (2) 京都 +0.8 +1.5 +0.5 +1.5 +0.9 +0.7 +0.5 +0.7

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 大阪大 5m96 6m04 6m30 6m30 4 － － 6m24 6m30

6 12 1501 扇谷　祐輔 (M2) 愛知 +1.3 +1.2 +1.5 +1.5 +0.6 +1.5

ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｽｹ 明治鍼灸大 6m25 6m03 6m22 6m25 2 6m08 × 6m05 6m25

7 6 1208 梅村　勇介 (2) 京都 +1.4 +1.0 +1.1 +1.4 +1.0 +1.1 +1.4

ｱｻｲ ｼｹﾞﾓﾘ 明治鍼灸大 6m10 6m01 5m87 6m10 1 5m79 5m98 6m01 6m10

8 5 1201 浅井　重守 (4) 京都 +1.3 +0.8 +0.7 +1.3 +1.3 +1.3 +1.4 +1.3

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｱｷﾗ 明治鍼灸大 6m02 × × 6m02 6m02

9 16 1202 小早川　皓 (4) 京都 +1.8 +1.8 +1.8

ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 滋賀医科大 5m89 5m97 × 5m97 5m97

10 23 804 森田　康大 (3) 滋賀 +1.1 +2.1 +2.1 +2.1

ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 明治鍼灸大 5m72 5m73 5m62 5m73 5m73

11 1 1214 吉川　佳輔 (2) 愛媛 +1.0 +0.8 +0.9 +0.8 +0.8

ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 岐阜薬科大 5m43 5m49 5m52 5m52 5m52

12 22 1707 安田　浩之 (2) 岐阜 +1.7 +1.0 +0.8 +0.8 +0.8

ｵｸﾑﾗ ｼﾝﾔ 京都薬科大 5m08 5m35 3m82 5m35 5m35

13 13 603 奥村　真也 (3) 京都 +1.6 +2.2 +1.4 +2.2 +2.2

ﾌｸｲ ｹﾝﾀﾛｳ 京都薬科大

21 604 福井謙太朗 (3) 京都 DNS

ｻﾄｳ ﾕｳｷ 京都薬科大

17 607 左藤　悠樹 (2) 京都 DNS

ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾔ 京都薬科大

19 611 木下　直也 (1) 滋賀 DNS

ｺﾔﾏ ｶﾂﾔ 京都薬科大

15 612 小山　勝也 (1) 大阪 DNS

ｽｷﾞｼﾀ ﾔｽﾉﾘ 京都薬科大

2 613 杉下　靖宜 (1) 京都 DNS

ﾐﾉﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ 近畿大

24 708 蓑原　達郎 (2) 大阪 DNS

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根大

4 2701 阿部　哲郎 (4) 島根 DNS

ﾔﾏｷ ﾀﾂﾔ 明治鍼灸大

9 1218 山木　達矢 (1) 京都 DNS

ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 徳島大

14 1401 森本　雅俊 (6) 高知 DNS

ｲﾏﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 奈良医科大

7 903 今中　聖悟 (3) 奈良 DNS

ﾀｶﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 奈良医科大

11 907 高松　雄一 (1) 奈良 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



男子　三段跳

10月27日 14:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       16m98     石川　和義 (筑波大)                                         2004        

大会記録 (GR)           14m22     坪井　良寛 (明治鍼灸)                                       2005        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｱｷﾗ 明治鍼灸大 13m04 － － 13m04 8 12m87 12m76 13m26 13m26

1 10 1202 小早川　皓 (4) 京都 +2.8 +2.8 +3.9 +2.7 +2.0 +2.0

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 大阪大 12m66 12m77 － 12m77 7 － 12m24 － 12m77

2 2 1501 扇谷　祐輔 (M2) 愛知 +1.9 +1.8 +1.8 +2.9 +1.8

ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 滋賀医科大 12m63 × × 12m63 6 12m37 12m62 × 12m63

3 4 804 森田　康大 (3) 滋賀 +2.3 +2.3 +1.9 +2.0 +2.3

ﾊｾｻﾞｷ ﾀｸﾔ 大阪大 12m00 × 10m86 12m00 3 12m50 12m61 11m87 12m61

4 16 1502 長谷崎拓也 (M1) 長崎 +2.4 +2.0 +2.4 +2.0 +2.7 +2.4 +2.7

ｴｸﾞｻ ｺﾞｳ 関西医科大 12m15 12m42 － 12m42 5 11m92 － － 12m42

5 7 306 江草　　豪 (3) 広島 +2.8 +2.0 +2.0 +2.1 +2.0

ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 鳥取大 11m82 12m15 11m86 12m15 4 12m33 12m41 12m08 12m41

6 6 1906 福嶋　健志 (3) 鳥取 +4.5 +2.3 +1.0 +2.3 +2.4 +2.6 +3.5 +2.6

ﾑﾗｾ ﾃﾂｼﾞ 岐阜薬科大 11m46 11m33 11m69 11m69 1 11m62 11m43 11m95 11m95

7 5 1706 村瀬　哲司 (2) 岐阜 +3.2 +0.7 +1.8 +1.8 +1.4 +1.4 +0.7 +0.7

ｱｻｲ ｼｹﾞﾓﾘ 明治鍼灸大 11m85 10m58 11m67 11m85 2 11m69 × 11m47 11m85

8 12 1201 浅井　重守 (4) 京都 +2.2 +1.5 +1.4 +2.2 +2.1 +2.3 +2.2

ｵｸﾑﾗ ｼﾝﾔ 京都薬科大 × 11m60 × 11m60 11m60

9 14 603 奥村　真也 (3) 京都 +1.4 +1.4 +1.4

ｻｺﾝ ﾖｼﾄ 大阪市立大 × 10m17 10m78 10m78 10m78

10 9 1603 左近　慶人 (4) 大阪 +2.5 +2.0 +2.0 +2.0

ﾌﾙﾊｼ ｿｳﾍｲ 岐阜薬科大

17 1711 古橋　草平 (1) 岐阜 DNS

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根大

11 2701 阿部　哲郎 (4) 島根 DNS

ｶｻｲ ﾀｹｼ 関西医科大

13 309 笠井　健史 (2) 岡山 DNS

ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 関西医科大

15 311 内藤　大輔 (2) 京都 DNS

ｻﾉ ﾖｼﾄﾓ 滋賀医科大

3 801 佐野　善智 (6) 滋賀 DNS

ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ 京都大

8 2601 伊藤　賢佑 (4) 京都 DNS

ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 徳島大

1 1401 森本　雅俊 (6) 高知 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



男子　砲丸投

10月27日 14:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       18m53     野口　安忠 (日本大)                                         1998        

大会記録 (GR)           11m87     羽根田雄介 (明治鍼灸)                                       2002        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾔ 奈良医科大

1 15 902 和田　聖哉 (5) 奈良 10m20 10m07 10m16 10m20 7 9m92 10m51 10m57 10m57

ﾑﾗﾉ ﾋﾛｼ 京都薬科大

2 16 601 村野　裕司 (4) 滋賀 10m21 9m65 9m55 10m21 8 10m25 × × 10m25

ｻｻ ｿｳｲﾁﾛｳ 高知大

3 10 1302 笹　聡一郎 (3) 高知 8m60 9m42 9m81 9m81 5 × 10m21 10m20 10m21

ｱﾘｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松医科大

4 11 2503 有賀　隆裕 (1) 静岡 10m14 × 9m94 10m14 6 10m07 9m76 10m11 10m14

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 大阪大

5 17 1501 扇谷　祐輔 (M2) 愛知 8m76 × 8m20 8m76 4 × × × 8m76

ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀ 明治鍼灸大

6 2 1216 堤　　勇太 (1) 京都 7m69 7m46 7m57 7m69 3 6m93 × × 7m69

ｻｸﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知医科大

7 14 2408 佐久間　肇 (2) 愛知 7m22 7m56 × 7m56 2 × × 6m71 7m56

ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ 明治鍼灸大

8 9 1205 中西健太郎 (3) 京都 × 6m69 7m54 7m54 1 × × 7m52 7m54

ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 三重大

9 12 1111 木村　賢司 (3) 三重 6m59 7m46 7m47 7m47 7m47

ｻｶｲ ﾕｷｵ 愛知医科大

10 19 2405 境　友起夫 (3) 愛知 6m23 6m81 7m02 7m02 7m02

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 明治鍼灸大

11 18 1207 前田　昌彦 (3) 京都 6m87 6m70 6m79 6m87 6m87

ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝ 関西医科大

12 5 310 片岡　　淳 (2) 大阪 6m42 × 6m42 6m42 6m42

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高知大

13 13 1305 近藤雄一郎 (1) 高知 5m84 6m08 6m15 6m15 6m15

ﾜﾀﾗｲ ﾀﾂﾔ 岐阜薬科大

14 7 1708 渡会　達哉 (2) 岐阜 5m62 5m72 6m06 6m06 6m06

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ 関西医科大

15 1 312 山下　真史 (2) 大阪 5m31 5m46 5m45 5m46 5m46

ﾊｾｻﾞｷ ﾀｸﾔ 大阪大

6 1502 長谷崎拓也 (M1) 長崎

ｶﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 関西医科大

8 301 加藤　正吾 (5) 奈良 DNS

ﾔﾏｼｷ ﾏｺﾄ 関西医科大

4 316 山舗　　慎 (1) 三重 DNS

ｳﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 京都大

3 2602 内海　貴裕 (4) 京都 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



男子　円盤投

10月27日 13:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       56m35     小林　志郎 (国士舘大)                                       2006        

大会記録 (GR)           35m79     原　　耕三 (滋賀医大)                                       1998        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 三重大

1 10 1109 三浦　広嗣 (4) 三重 × × 20m31 20m31 2 29m34 × × 29m34

ｻﾉ ﾖｼﾄﾓ 滋賀医科大

2 8 801 佐野　善智 (6) 滋賀 × × 23m79 23m79 6 × × 26m28 26m28

ﾑﾗﾉ ﾋﾛｼ 京都薬科大

3 2 601 村野　裕司 (4) 滋賀 × 23m45 × 23m45 5 × × 25m26 25m26

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 明治鍼灸大

4 16 1207 前田　昌彦 (3) 京都 × × 24m51 24m51 8 × × × 24m51

ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ 明治鍼灸大

5 14 1205 中西健太郎 (3) 京都 24m03 × × 24m03 7 × × × 24m03

ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾔ 奈良医科大

6 3 902 和田　聖哉 (5) 奈良 × 21m07 × 21m07 4 × × 23m98 23m98

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 近畿大

7 6 703 小林　孝光 (4) 大阪 × × 20m47 20m47 3 22m13 － × 22m13

ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 島根大

8 9 2702 岡田　隆宏 (4) 島根 19m42 × × 19m42 1 × × × 19m42

ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀ 明治鍼灸大

9 1 1216 堤　　勇太 (1) 京都 × × 17m22 17m22 17m22

ﾅｶﾊｼ ﾄｵﾙ 大阪市立大

10 12 1606 中橋　　達 (3) 大阪 16m21 × × 16m21 16m21

ｲﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 近畿大

11 11 701 市田　竜也 (4) 大阪 × 15m61 × 15m61 15m61

ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁ 岐阜薬科大

12 15 1710 土谷　祐一 (1) 岐阜 × 14m47 × 14m47 14m47

ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 関西医科大

13 5 311 内藤　大輔 (2) 京都 × 13m61 × 13m61 13m61

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ 関西医科大

14 4 312 山下　真史 (2) 大阪 × 12m82 × 12m82 12m82

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根大

7 2701 阿部　哲郎 (4) 島根 × × × NM

ｺｳﾉ  ﾏｻｼ 近畿大

13 702 河野　匡志 (4) 大阪 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    NM：記録なし  DNS：欠　　　場



男子　ハンマー投

10月27日 15:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       73m82     室伏　広治 (中京大)                                         1996        

大会記録 (GR)           35m17     寺井彰三郎 (愛媛大学)                                       2002        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾔ ﾖｼｵ 滋賀医科大

1 4 802 仲谷　傳生 (6) 滋賀 21m06 × × 21m06 6 × 28m85 × 28m85

ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾔ 奈良医科大

2 5 902 和田　聖哉 (5) 奈良 24m33 × × 24m33 8 × × × 24m33

ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ 明治鍼灸大

3 12 1205 中西健太郎 (3) 京都 × × 21m78 21m78 7 × × × 21m78

ｽｶﾞ ﾕｳｷ 大阪大

4 10 1506 須賀　友規 (3) 大阪 19m67 × × 19m67 5 20m48 × × 20m48

ｳﾁﾎﾘ ﾋﾛｱｷ 大阪医科大

5 11 101 内堀　裕昭 (5) 大阪 × 17m29 × 17m29 4 × 18m68 × 18m68

ﾑﾗﾉ ﾋﾛｼ 京都薬科大

6 13 601 村野　裕司 (4) 滋賀 × × 14m15 14m15 3 14m75 × × 14m75

ｱﾘｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松医科大

7 1 2503 有賀　隆裕 (1) 静岡 × × 11m83 11m83 1 × 14m55 × 14m55

ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 明治鍼灸大

8 6 1207 前田　昌彦 (3) 京都 × × 13m30 13m30 2 × 14m44 × 14m44

ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀ 明治鍼灸大

9 1216 堤　　勇太 (1) 京都 × × × NM

ｻｻ ｿｳｲﾁﾛｳ 高知大

7 1302 笹　聡一郎 (3) 高知 DNS

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 大阪大

8 1504 長谷川正宇 (4) 東京 DNS

ｸﾜﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 明治鍼灸大

2 1203 桑山　貴行 (3) 京都 DNS

ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋｺ 滋賀医科大

3 806 中泉　伸彦 (2) 滋賀 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    NM：記録なし  DNS：欠　　　場



男子　やり投

10月27日 11:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       80m59     村上　幸史 (日本大)                                         2001        

大会記録 (GR)           53m14     原　　耕三 (滋賀医大)                                       1996        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻ ｿｳｲﾁﾛｳ 高知大

1 11 1302 笹　聡一郎 (3) 高知 × × 43m66 43m66 8 44m15 × × 44m15

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 近畿大

2 16 703 小林　孝光 (4) 大阪 42m86 × × 42m86 7 × × × 42m86

ｵｵｷﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 大阪大

3 15 1501 扇谷　祐輔 (M2) 愛知 × 38m30 × 38m30 6 × × × 38m30

ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｽｹ 明治鍼灸大

4 24 1208 梅村　勇介 (2) 京都 36m86 × × 36m86 5 × × × 36m86

ｲｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 京都薬科大

5 2 606 石水　千樹 (2) 京都 36m09 × × 36m09 4 × × × 36m09

ﾑﾗﾉ ﾋﾛｼ 京都薬科大

6 6 601 村野　裕司 (4) 滋賀 × × 35m85 35m85 3 × × × 35m85

ｻｶﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 近畿大

7 9 706 阪中聡一郎 (3) 大阪 × × 35m37 35m37 2 × × × 35m37

ﾊｾｻﾞｷ ﾀｸﾔ 大阪大

8 7 1502 長谷崎拓也 (M1) 長崎 35m03 × × 35m03 1 × × × 35m03

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 島根大

9 8 2701 阿部　哲郎 (4) 島根 33m97 × × 33m97 33m97

ｻｶｲ ﾕｷｵ 愛知医科大

10 18 2405 境　友起夫 (3) 愛知 × 29m98 × 29m98 29m98

ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 関西医科大

11 14 311 内藤　大輔 (2) 京都 × 29m04 × 29m04 29m04

ｲﾃﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 三重大

12 13 1105 井出　正造 (5) 三重 × × 28m24 28m24 28m24

ﾃﾙﾔ ﾔｽﾋｺ 鳥取大

13 20 1908 照屋　靖彦 (2) 鳥取 × × 26m44 26m44 26m44

ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高知大

14 30 1307 和田　紘幸 (1) 高知 × 26m35 × 26m35 26m35

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高知大

15 22 1305 近藤雄一郎 (1) 高知 × 24m37 × 24m37 24m37

ｻﾄｳ ﾕｳｷ 京都薬科大

16 17 607 左藤　悠樹 (2) 京都 23m77 × × 23m77 23m77

ｷﾇｶﾜ ﾄﾓｱｷ 関西医科大

17 10 302 絹川　友章 (5) 愛知 × 23m00 × 23m00 23m00

ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋｺ 滋賀医科大

18 28 806 中泉　伸彦 (2) 滋賀 22m77 × × 22m77 22m77

ｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 愛知医科大

19 4 2404 香川　友祐 (3) 愛知 22m69 × × 22m69 22m69

ｼｵﾐ  ｱｷﾋﾄ 近畿大

20 1 704 汐見　光人 (4) 大阪 22m02 × × 22m02 22m02

ｻｸﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知医科大

21 25 2408 佐久間　肇 (2) 愛知 × × 20m57 20m57 20m57

ﾆｼｶﾄﾞ ｱｷﾗ 大阪医科大

22 31 105 西角　　章 (4) 大阪 × 18m90 × 18m90 18m90

ｲﾏﾆｼ ｱｷﾗ 近畿大

23 5 710 今西　　明 (1) 大阪 × × 12m61 12m61 12m61

ｲﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 近畿大

24 26 701 市田　竜也 (4) 大阪 × × 11m80 11m80 11m80

ｺｳﾉ  ﾏｻｼ 近畿大

3 702 河野　匡志 (4) 大阪 DNS

ﾐﾉﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ 近畿大

19 708 蓑原　達郎 (2) 大阪 DNS

ｴﾀﾞ ﾏｻｼ 高知大

21 1304 江田　雅志 (1) 高知 DNS

ｸﾜﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 明治鍼灸大

29 1203 桑山　貴行 (3) 京都 DNS

ﾔﾏｷ ﾀﾂﾔ 明治鍼灸大

23 1218 山木　達矢 (1) 京都 DNS

ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝ 関西医科大

27 310 片岡　　淳 (2) 大阪 DNS

ﾔﾏｼｷ ﾏｺﾄ 関西医科大

12 316 山舗　　慎 (1) 三重 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



女子　１００ｍ

日本学生記録 (UR)       11.36     二瓶　秀子 (福島大)                                         2001        
大会記録 (GR)           13.10     森山美和子 (大阪市立大)                                     2006        

予選  5組1着+3

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾂｶﾊﾗ ﾕｶ 茨城 ﾅｶﾈ ｻﾕﾐ 三重
1 8 2801 塚原　由佳 (4) 名古屋市大 12.95 Q 1 6 1162 中根早有生 (1) 三重大 13.82 Q

ｽｽﾞｷ ｴﾘｺ 大阪 ﾑﾗｵｶ ﾄﾓﾐ 高知
2 7 152 鈴木英里子 (2) 大阪医科大 14.25 2 4 1351 村岡　朋美 (5) 高知大 14.29

ﾑﾈﾁｶ ﾕｷ 広島 ｽｶﾞﾀ ｱｲｺ 奈良
3 5 2059 宗近　由貴 (2) 広島大 14.26 3 3 954 菅田　愛子 (2) 奈良医科大 14.46

ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾄﾞｶ 島根 ｲｿﾓﾄ ﾕｲ 京都
4 2 2756 門脇　　円 (1) 島根大 14.32 4 2 659 礒本　　唯 (2) 京都薬科大 14.78

ﾀｲﾅｶ ｱｷ 長野 ﾏﾂｼﾀ ｱｲ 愛知
5 3 663 田井中亜希 (1) 京都薬科大 15.03 5 5 2457 松下　　愛 (1) 愛知医科大 15.34

ｳﾗﾀ ﾀｶﾖ 京都 ﾀｶﾞﾜ ｲﾂﾐ 鳥取
6 4 551 浦田　貴代 (3) 京都医科大 15.24 6 7 1956 田川いつみ (4) 鳥取大 16.85

ｵﾁｱｲ ｱﾐ 京都 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅﾂｺ 滋賀
7 6 1251 落合　亜実 (3) 明治鍼灸大 15.88 8 668 水谷奈津子 (1) 京都薬科大 DNS

3組 4組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｱﾗｲ ｼﾎ 鳥取 ﾊﾗﾓﾄ ﾁｶ 広島
1 7 1951 新井　志穂 (M2) 鳥取大 13.45 Q 1 3 2057 原本　知佳 (3) 広島大 13.71 Q

ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｺ 静岡 ﾅｶﾞｷ ﾕｷｺ 和歌山
2 2 2551 栗原　雅子 (4) 浜松医科大 13.83 q 2 5 452 長木友木子 (1) 和歌山医大 13.86 q

ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 奈良 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 奈良
3 5 957 田中乃理子 (1) 奈良医科大 14.52 3 4 955 本田　佳奈 (2) 奈良医科大 13.86 q

ｳﾒﾑﾗ ﾖｼｴ 大阪 ｵｵｲﾜ ﾋｶﾙ 三重
4 4 652 梅村　佳永 (3) 京都薬科大 15.03 4 7 1155 大岩ひかる (2) 三重大 14.19

ｱｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 京都 ﾆｼﾉ ﾏﾘｴ 愛知
5 8 553 芦田　倫子 (2) 京都医科大 17.18 5 6 2456 西埜真理恵 (1) 愛知医科大 14.81

ﾆｼｳﾗ ｼﾎ 京都 ｺﾀﾞﾆ ﾐｶ 鳥取
6 1253 西浦　志帆 (1) 明治鍼灸大 DNS 6 9 1953 小谷　美香 (4) 鳥取大 15.48

ﾅｶﾞﾉ ﾕｶ 三重 ﾐﾅﾐ ｼﾉ 滋賀
3 1152 長野　由佳 (4) 三重大 DNS 7 8 854 南　　志乃 (2) 滋賀医科大 15.60

ｶｶﾞﾔﾏ ﾖｳｺ 奈良
2 651 加賀山陽子 (4) 京都薬科大 DNS

5組 決勝
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 三重 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
1 8 1161 大畑　春奈 (1) 三重大 13.71 Q ﾅｶﾈ ｻﾕﾐ 三重

ﾂﾄｳ ｶﾅｺ 京都 1 2 1162 中根早有生 (1) 三重大 13.33
2 5 557 傳　香菜子 (1) 京都医科大 13.99 ｱﾗｲ ｼﾎ 鳥取

ｶﾜｲ ﾏﾘｺ 大阪 2 5 1951 新井　志穂 (M2) 鳥取大 13.36
3 9 352 河合まり子 (4) 関西医科大 14.51 ﾊﾗﾓﾄ ﾁｶ 広島

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 広島 3 6 2057 原本　知佳 (3) 広島大 13.50
4 6 2061 渡邊　佳奈 (1) 広島大 15.07 ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 三重

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾐ 大阪 4 7 1161 大畑　春奈 (1) 三重大 13.52
5 2 151 渡辺　零美 (4) 大阪医科大 15.18 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｺ 静岡

ﾔｶ ｹｲｺ 鳥取 5 9 2551 栗原　雅子 (4) 浜松医科大 13.80
6 7 1957 屋嘉　恵子 (4) 鳥取大 16.28 ﾅｶﾞｷ ﾕｷｺ 和歌山

ｿﾜ ﾕｷ 奈良 6 3 452 長木友木子 (1) 和歌山医大 13.98
7 3 654 曽羽　由記 (3) 京都薬科大 16.38 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 奈良

ｲﾉﾓﾄ ｻﾔｶ 奈良 7 8 955 本田　佳奈 (2) 奈良医科大 14.02
4 952 井ノ本清香 (2) 奈良医科大 DNS ﾂｶﾊﾗ ﾕｶ 茨城

4 2801 塚原　由佳 (4) 名古屋市大 DNS

風:  +1.5

風:  +2.1 風:  +1.9

風:  +1.1

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

風:  +2.0 風:  +1.9

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 19:33



女子　２００ｍ 

日本学生記録 (UR)       23.64     丹野　麻美 (福島大)                                         2007        
大会記録 (GR)           27.30     森山美和子 (大阪市立大)                                     2006        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅｶﾈ ｻﾕﾐ 三重 ｱﾗｲ ｼﾎ 鳥取
1 7 1162 中根早有生 (1) 三重大 27.89 Q 1 5 1951 新井　志穂 (M2) 鳥取大 27.98 Q

ｸﾜﾊﾗ ｱﾔﾅ 静岡 ﾂﾄｳ ｶﾅｺ 京都
2 4 2555 桑原　礼奈 (1) 浜松医科大 28.04 Q 2 6 557 傳　香菜子 (1) 京都医科大 28.95 Q

ﾊﾗﾓﾄ ﾁｶ 広島 ｵｵｲﾜ ﾋｶﾙ 三重
3 5 2057 原本　知佳 (3) 広島大 28.18 3 8 1155 大岩ひかる (2) 三重大 29.29

ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 奈良 ｽｽﾞｷ ｴﾘｺ 大阪
4 6 955 本田　佳奈 (2) 奈良医科大 28.53 4 3 152 鈴木英里子 (2) 大阪医科大 29.68

ﾉﾑﾗ ｱｷｺ 島根 ｲｿﾓﾄ ﾕｲ 京都
5 8 2754 野村　晃子 (2) 島根大 30.09 5 9 659 礒本　　唯 (2) 京都薬科大 30.23

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 和歌山 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 奈良
6 3 453 中村　円香 (1) 和歌山医大 31.00 6 4 957 田中乃理子 (1) 奈良医科大 30.94

ﾔｶ ｹｲｺ 鳥取 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｺ 大阪
7 9 1957 屋嘉　恵子 (4) 鳥取大 33.65 7 354 松崎　智子 (3) 関西医科大 DNS

ﾆｼｳﾗ ﾚｲﾅ 京都 ﾑﾈﾁｶ ﾕｷ 広島
2 666 西浦　礼奈 (1) 京都薬科大 DNS 2 2059 宗近　由貴 (2) 広島大 DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾂｶﾊﾗ ﾕｶ 茨城
1 8 2801 塚原　由佳 (4) 名古屋市大 26.63 Q

ｵｵﾆｼ ｱﾔ 三重
2 2 1160 大西　　綾 (1) 三重大 28.30 Q

ﾅｶﾞｷ ﾕｷｺ 和歌山
3 6 452 長木友木子 (1) 和歌山医大 29.85

ｽｶﾞﾀ ｱｲｺ 奈良
4 9 954 菅田　愛子 (2) 奈良医科大 29.92

ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾄﾞｶ 島根
5 3 2756 門脇　　円 (1) 島根大 30.98

ｳﾗﾀ ﾀｶﾖ 京都
6 7 551 浦田　貴代 (3) 京都医科大 31.89

ｺﾀﾞﾆ ﾐｶ 鳥取
7 5 1953 小谷　美香 (4) 鳥取大 31.92

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅﾂｺ 滋賀
4 668 水谷奈津子 (1) 京都薬科大 DNS

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｶﾊﾗ ﾕｶ 茨城

1 5 2801 塚原　由佳 (4) 名古屋市大 26.71
ﾅｶﾈ ｻﾕﾐ 三重

2 6 1162 中根早有生 (1) 三重大 27.84
ﾊﾗﾓﾄ ﾁｶ 広島

3 3 2057 原本　知佳 (3) 広島大 27.91
ｱﾗｲ ｼﾎ 鳥取

4 7 1951 新井　志穂 (M2) 鳥取大 28.06
ｸﾜﾊﾗ ｱﾔﾅ 静岡

5 4 2555 桑原　礼奈 (1) 浜松医科大 28.23
ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 奈良

6 8 955 本田　佳奈 (2) 奈良医科大 28.78
ｵｵﾆｼ ｱﾔ 三重

7 2 1160 大西　　綾 (1) 三重大 28.91
ﾂﾄｳ ｶﾅｺ 京都

9 557 傳　香菜子 (1) 京都医科大 DNS

風:  +2.5

風:  +1.4

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.6 風:  +1.3

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 19:34



女子　４００ｍ

日本学生記録 (UR)       51.80     丹野　麻美 (福島大)                                         2005        
大会記録 (GR)           64.67     杜浦　幸恵 (近畿大)                                         2006        

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾆｼ ｱﾔ 三重

1 5 1160 大西　　綾 (1) 三重大 67.81
ｶﾜｲ ﾏﾘｺ 大阪

2 4 352 河合まり子 (4) 関西医科大 69.02
ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｺ 鳥取

3 3 1960 山内　裕子 (2) 鳥取大 70.45
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅﾂｺ 滋賀

2 668 水谷奈津子 (1) 京都薬科大 DNS
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｺ 大阪

7 354 松崎　智子 (3) 関西医科大 DNS
ﾂｶﾊﾗ ﾕｶ 茨城

6 2801 塚原　由佳 (4) 名古屋市大 DNS

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 19:34



女子　８００ｍ

日本学生記録 (UR)       2.02.10   西村　美樹 (東学大)                                         2003        
大会記録 (GR)           2.27.1    恵良　幸子 (兵庫医大)                                       1997        

予選  3組2着+2

1組 2組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｵﾀﾞ ｶﾖｺ 三重 ｱﾗｷ ﾏﾘ 島根
1 5 1156 小田佳世子 (2) 三重大 2.54.80 Q 1 5 2752 荒木　真理 (3) 島根大 2.37.85 Q

ﾆｼｳﾗ ﾚｲﾅ 京都 ｺｲﾃﾞ ﾏﾕｶ 愛知
2 2 666 西浦　礼奈 (1) 京都薬科大 2.54.99 Q 2 4 2452 小出麻由佳 (2) 愛知医科大 2.46.53 Q

ﾄﾞﾋ ﾕｶﾘ 兵庫 ｶｼﾞﾀ ﾐｻｺ 三重
3 7 664 土肥由香里 (1) 京都薬科大 3.11.12 3 2 1154 梶田美佐子 (3) 三重大 2.51.14

ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘｺ 京都 ｻﾜﾀﾞ ｱﾂｺ 鳥取
4 8 655 西澤　範子 (3) 京都薬科大 3.16.93 4 6 1959 澤田　篤子 (2) 鳥取大 3.03.61

ﾄﾒﾉ ｱﾔﾈ 愛知 ﾖｼﾀﾞ ｶｴｺ 大阪
3 2455 留野　文音 (1) 愛知医科大 DNS 5 1 355 吉田佳恵子 (1) 関西医科大 3.06.89

ﾄﾓﾀﾞ ｱﾕﾐ 三重 ﾋﾂﾓﾄ ﾏﾘ 京都
4 665 友田　　歩 (1) 京都薬科大 DNS 6 3 656 櫃本　茉莉 (3) 京都薬科大 3.31.93

ｱｵｷ ﾕｳ 静岡 ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 岐阜
6 2553 青木　　優 (2) 浜松医科大 DNS 7 1751 前田明日香 (2) 岐阜薬科大 DNS

ﾆｼｳﾗ ｼﾎ 京都 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 長野
9 1253 西浦　志帆 (1) 明治鍼灸大 DNS 8 662 小川　瑞季 (1) 京都薬科大 DNS

ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 広島 ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｺ 広島
1 2055 小川　知子 (3) 広島大 DNS 9 2052 勝部　貴子 (5) 広島大 DNS

3組
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｽｶﾞｻﾜ ｶﾅ 静岡
1 4 2552 菅澤　佳奈 (4) 浜松医科大 2.41.60 Q

ｼｬﾘｮｳ ﾔﾖｲ 京都
2 1 554 社領　弥生 (2) 京都医科大 2.42.32 Q

ﾑﾗｶﾐ ｴｲｺ 三重
3 9 1151 村上　瑛子 (6) 三重大 2.43.59 q

ﾆｼﾉ ﾏﾘｴ 愛知
4 5 2456 西埜真理恵 (1) 愛知医科大 2.45.99 q

ｶﾐﾂｶｻ ｱｷｺ 広島
5 8 2053 上司　明子 (4) 広島大 2.47.60

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶｺ 京都
6 3 669 栁澤佑加子 (1) 京都薬科大 2.57.31

ﾅｶﾀ ｱｽｶ 愛知
7 2 351 中田あす香 (5) 関西医科大 3.08.68

ｶﾜﾑﾗ ﾜｶﾅ 京都
8 7 660 川村和香奈 (2) 京都薬科大 3.10.32

ｼﾊﾞﾔﾏ ﾐﾎ 広島
9 6 2056 柴山　美甫 (3) 広島大 3.16.59

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾗｷ ﾏﾘ 島根

1 7 2752 荒木　真理 (3) 島根大 2.33.44
ｽｶﾞｻﾜ ｶﾅ 静岡

2 5 2552 菅澤　佳奈 (4) 浜松医科大 2.40.16
ｼｬﾘｮｳ ﾔﾖｲ 京都

3 4 554 社領　弥生 (2) 京都医科大 2.42.54
ｺｲﾃﾞ ﾏﾕｶ 愛知

4 8 2452 小出麻由佳 (2) 愛知医科大 2.45.75
ﾑﾗｶﾐ ｴｲｺ 三重

5 3 1151 村上　瑛子 (6) 三重大 2.47.44
ﾆｼﾉ ﾏﾘｴ 愛知

6 2 2456 西埜真理恵 (1) 愛知医科大 2.54.21
ｵﾀﾞ ｶﾖｺ 三重

7 6 1156 小田佳世子 (2) 三重大 2.57.96
ﾆｼｳﾗ ﾚｲﾅ 京都

8 9 666 西浦　礼奈 (1) 京都薬科大 3.01.24

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 19:35



女子　３０００ｍ

日本学生記録 (UR)       8.58.34   斎藤　雅子 (中央大)                                         1994        
大会記録 (GR)           10.48.12  中川　智子 (奈良医大)                                       2004        

決勝

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌﾅﾓﾄ ﾕﾘ 島根

1 10 2751 舟本　有里 (4) 島根大 11.41.60
ﾔﾉ ﾏﾘｺ 大阪

2 15 353 矢野真理子 (4) 関西医科大 11.56.39
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ 京都

3 14 552 渡辺　侑奈 (3) 京都医科大 12.19.96
ｸﾎﾞﾀ ｼﾎ 島根

4 8 2753 窪田　志保 (3) 島根大 12.30.29
ｺﾞﾁｮｳ ﾏﾕｺ 鳥取

5 11 1954 後長万友子 (4) 鳥取大 12.39.64
ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 和歌山

6 24 451 前田　美季 (3) 和歌山医大 13.13.98
ｱﾒﾓﾘ ﾐﾅﾐ 三重

7 2 1158 雨森　湖美 (1) 三重大 13.14.29
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｺ 三重

8 12 1157 吉村　尚子 (2) 三重大 13.14.56
ｺﾃﾗ ﾑﾂﾐ 京都

9 30 661 小寺　　睦 (2) 京都薬科大 13.35.61
ｵｵｼﾏ ﾕｳｺ 山口

10 21 653 大嶌　裕子 (3) 京都薬科大 13.35.69
ｲｼｸﾞﾘ ﾕﾐ 三重

11 22 1159 石栗　有美 (1) 三重大 14.01.56
ｽｷﾞﾀ ｻﾁｺ 滋賀

12 13 853 杉田早知子 (2) 滋賀医科大 14.01.93
ｲｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 京都

13 32 658 井神　遥香 (2) 京都薬科大 14.02.66
ｽｶﾞﾇﾏ ｻｵﾘ 京都

14 18 556 菅沼　佐織 (1) 京都医科大 14.31.21
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾐﾄﾞﾘ 愛知

15 16 2453 柳原　　緑 (2) 愛知医科大 14.39.07
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾐ 京都

16 25 559 宮本奈緒美 (1) 京都医科大 14.56.77
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 京都

17 5 558 平林美寿穂 (1) 京都医科大 15.01.56
ﾖｺﾔﾏ ｴﾐ 福井

18 29 1254 横山　絵美 (1) 明治鍼灸大 15.02.68
ﾏﾂｳﾗ ｱﾔﾉ 愛知

19 28 2802 松浦　綾乃 (3) 名古屋市大 15.13.55
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏﾎ 京都

20 3 657 藤村　真穂 (3) 京都薬科大 15.20.91
ｲﾛﾒ ｶｽﾞｺ 広島

21 31 2054 以呂免和子 (3) 広島大 15.24.30
ｻｶｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 鳥取

22 19 1955 坂口　智紘 (4) 鳥取大 15.43.21
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 三重

23 6 1153 北条　玲奈 (4) 三重大 17.19.38
ｼﾛｸﾞﾁ ﾅｵｺ 岐阜

20 1752 城口　直子 (1) 岐阜薬科大 DNS
ﾐｶﾐ ｱﾔ 大阪

26 667 三上　　綾 (1) 京都薬科大 DNS
ﾊﾏﾓﾄ ｶｴ 滋賀

7 851 浜本　佳恵 (5) 滋賀医科大 DNS
ﾖﾈﾓﾁ ｴﾘｶ 滋賀

4 852 米望絵梨香 (3) 滋賀医科大 DNS
ｶﾜﾏﾀ ﾏﾘ 京都

23 555 川俣　まり (1) 京都医科大 DNS
ｶﾂﾍﾞ ﾀｶｺ 広島

9 2052 勝部　貴子 (5) 広島大 DNS
ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 広島

1 2055 小川　知子 (3) 広島大 DNS
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾐﾎ 広島

27 2056 柴山　美甫 (3) 広島大 DNS
ｵｻﾞｷ ﾓｴ 奈良

17 951 尾崎　　萌 (5) 奈良医科大 DNS

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場 2007/10/27 19:36



女子　１００ｍＨ

10月27日 13:15 決勝 

日本学生記録 (UR)       13.38     茂木　智子 (福島大)                                         2000        
大会記録 (GR)           16.82     本廉　　瞳 (滋賀医大)                                       2000        

決勝

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂｶﾊﾗ ﾕｶ 茨城

1 5 2801 塚原　由佳 (4) 名古屋市大 16.60
ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾖ 京都

2 2 1252 鈴木　睦代 (3) 明治鍼灸大 16.80 GR
ﾀﾊﾗ ﾘｻ 高知

3 6 1352 田原　里沙 (1) 高知大 18.05
ﾑﾗｵｶ ﾄﾓﾐ 高知

4 3 1351 村岡　朋美 (5) 高知大 18.87
ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 三重

5 4 1161 大畑　春奈 (1) 三重大 19.60
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾐ 大阪

6 9 151 渡辺　零美 (4) 大阪医科大 21.14
ｺﾞﾄｳ ｱｻﾐ 愛知

8 2454 後藤　麻美 (1) 愛知医科大 DNS
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅﾂｺ 滋賀

1 668 水谷奈津子 (1) 京都薬科大 DNS
ｳﾒﾓﾄ ｱｲｺ 福岡

7 2060 梅本亜衣子 (1) 広島大 DNS

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

風:  +1.7

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    GR：大会記録  DNS：欠　　　場



女子　４×１００ｍＲ

日本学生記録 (UR)       44.80     熊谷･丹野･松田･栗本 (福島大)                                2006        
大会記録 (GR)           53.86     奈良医大 (野澤・本田・菅田・井上)                           2006        

決勝

1着 3ﾚｰﾝ 2着 9ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
三重大 53.42 GR 浜松医科大 55.40 広島大 55.62
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｵｲﾜ ﾋｶﾙ 三重 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 静岡 ﾑﾈﾁｶ ﾕｷ 広島
1 1155 大岩ひかる 三重大 1 2556 齋藤　綾乃 浜松医科大 1 2059 宗近　由貴 広島大

ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 三重 ｸﾜﾊﾗ ｱﾔﾅ 静岡 ﾊﾗﾓﾄ ﾁｶ 広島
2 1161 大畑　春奈 三重大 2 2555 桑原　礼奈 浜松医科大 2 2057 原本　知佳 広島大

ｵｵﾆｼ ｱﾔ 三重 ｳｴｻﾞﾄ ﾐﾅﾐ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 広島
3 1160 大西　　綾 三重大 3 2554 上里　弥波 浜松医科大 3 2061 渡邊　佳奈 広島大

ﾅｶﾈ ｻﾕﾐ 三重 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｺ 静岡 ｳﾒﾓﾄ ｱｲｺ 福岡
4 1162 中根早有生 三重大 4 2551 栗原　雅子 浜松医科大 4 2060 梅本亜衣子 広島大

4着 8ﾚｰﾝ 5着 6ﾚｰﾝ 6着 1ﾚｰﾝ
奈良医科大 56.65 鳥取大 58.22 愛知医科大 58.26
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾏﾑﾗ ｴﾘ 奈良 ｺﾀﾞﾆ ﾐｶ 鳥取 ﾏﾂｼﾀ ｱｲ 愛知
1 956 志磨村絵梨 奈良医科大 1 1953 小谷　美香 鳥取大 1 2457 松下　　愛 愛知医科大

ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 奈良 ｱﾗｲ ｼﾎ 鳥取 ﾆｼﾉ ﾏﾘｴ 愛知
2 955 本田　佳奈 奈良医科大 2 1951 新井　志穂 鳥取大 2 2456 西埜真理恵 愛知医科大

ｽｶﾞﾀ ｱｲｺ 奈良 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｺ 鳥取 ｱｻｲ ﾕｳｺ 愛知
3 954 菅田　愛子 奈良医科大 3 1960 山内　裕子 鳥取大 3 2451 淺井　裕子 愛知医科大

ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 奈良 ﾔｶ ｹｲｺ 鳥取 ｺﾞﾄｳ ｱｻﾐ 愛知
4 957 田中乃理子 奈良医科大 4 1957 屋嘉　恵子 鳥取大 4 2454 後藤　麻美 愛知医科大

7着 5ﾚｰﾝ 8着 7ﾚｰﾝ 9着 2ﾚｰﾝ
関西医科大 59.56 京都薬科大 59.59 京都医科大 60.10
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｶﾀ ｱｽｶ 愛知 ｳﾒﾑﾗ ﾖｼｴ 大阪 ｳﾗﾀ ﾀｶﾖ 京都
1 351 中田あす香 関西医科大 1 652 梅村　佳永 京都薬科大 1 551 浦田　貴代 京都医科大

ﾔﾉ ﾏﾘｺ 大阪 ｲｿﾓﾄ ﾕｲ 京都 ｱｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 京都
2 353 矢野真理子 関西医科大 2 659 礒本　　唯 京都薬科大 2 553 芦田　倫子 京都医科大

ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｺ 大阪 ｿﾜ ﾕｷ 奈良 ｼｬﾘｮｳ ﾔﾖｲ 京都
3 354 松崎　智子 関西医科大 3 654 曽羽　由記 京都薬科大 3 554 社領　弥生 京都医科大

ｶﾜｲ ﾏﾘｺ 大阪 ﾀｲﾅｶ ｱｷ 長野 ﾂﾄｳ ｶﾅｺ 京都
4 352 河合まり子 関西医科大 4 663 田井中亜希 京都薬科大 4 557 傳　香菜子 京都医科大

審 判 長：磯田　富弘
記録主任：辻　　昭司

凡例    GR：大会記録 2007/10/27 19:37



女子　走高跳
審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

10月27日 10:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       1m95      佐藤　　恵 (福岡大)                                         1987        

大会記録 (GR)           1m48      入江　まり (京都薬大)                                       1995        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾒﾓﾄ ｱｲｺ 福岡 － － － ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × × ×

1 7 2060 梅本亜衣子 (1) 広島大 1m41

ｸﾚﾐ ｱﾂﾞｻ 奈良 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

2 1 953 呉海亜津佐 (2) 奈良医科大 1m35

ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾖ 京都 － － ○ × ○ ○ × ○ × × ×

3 8 1252 鈴木　睦代 (3) 明治鍼灸大 1m35

ｱｻｲ ﾕｳｺ 愛知 － － ○ ○ ○ × × ×

4 9 2451 淺井　裕子 (4) 愛知医科大 1m30

ｳｴｻﾞﾄ ﾐﾅﾐ 静岡 － － － ○ ○ × － × ×

4 5 2554 上里　弥波 (2) 浜松医科大 1m30

ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｺ 滋賀 ○ ○ ○ × × ×

6 3 855 高田　裕子 (1) 滋賀医科大 1m20

ﾀｲﾅｶ ｱｷ 長野

2 663 田井中亜希 (1) 京都薬科大 DNS

ﾅｶﾞﾉ ﾕｶ 三重

4 1152 長野　由佳 (4) 三重大 DNS

ﾅｶﾞｷ ﾕｷｺ 和歌山

10 452 長木友木子 (1) 和歌山医大 DNS

ｽｶﾞﾀ ｱｲｺ 奈良

6 954 菅田　愛子 (2) 奈良医科大 DNS

1m441m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



女子　走幅跳

10月27日 13:00 決勝 

日本学生記録 (UR)       6m78      池田久美子 (福島大)                                         2001        

大会記録 (GR)           5m25      森山美和子 (大阪市立大)                                     2006        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾖ 明治鍼灸大 4m71 4m73 4m88 4m88 8 4m57 4m84 × 4m88

1 5 1252 鈴木　睦代 (3) 京都 +1.5 +0.7 +1.7 +1.7 +2.5 +1.8 +1.7

ｳﾒﾓﾄ ｱｲｺ 広島大 × × 4m58 4m58 6 4m54 4m73 × 4m73

2 18 2060 梅本亜衣子 (1) 福岡 +0.7 +0.7 +1.3 +1.4 +1.4

ﾀﾊﾗ ﾘｻ 高知大 4m13 4m72 4m56 4m72 7 4m40 － 4m53 4m72

3 6 1352 田原　里沙 (1) 高知 +1.2 +1.0 +1.4 +1.0 +2.2 +1.6 +1.0

ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 浜松医科大 × 4m26 4m11 4m26 5 4m15 × × 4m26

4 9 2556 齋藤　綾乃 (1) 静岡 +0.6 +0.8 +0.6 +1.1 +0.6

ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 奈良医科大 × 4m08 4m17 4m17 4 4m22 4m24 4m25 4m25

5 15 955 本田　佳奈 (2) 奈良 +1.0 +1.0 +1.0 +1.2 +1.6 +1.0 +1.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾐ 大阪医科大 × 3m63 4m09 4m09 3 4m03 4m10 3m82 4m10

6 13 151 渡辺　零美 (4) 大阪 +0.4 +1.7 +1.7 +1.6 +1.3 +0.9 +1.3

ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 奈良医科大 3m83 × 4m05 4m05 2 3m88 3m92 × 4m05

7 17 957 田中乃理子 (1) 奈良 +0.8 +0.7 +0.7 +1.9 +0.5 +0.7

ｺﾞﾄｳ ｱｻﾐ 愛知医科大 × 4m02 × 4m02 1 3m83 4m03 4m03 4m03

8 7 2454 後藤　麻美 (1) 愛知 +1.4 +1.4 +0.7 +2.0 +2.3 +2.0

ﾐﾅﾐ ｼﾉ 滋賀医科大 3m92 3m85 3m70 3m92 3m92

9 1 854 南　　志乃 (2) 滋賀 +2.0 +0.9 +1.2 +2.0 +2.0

ｸﾚﾐ ｱﾂﾞｻ 奈良医科大 × × 3m69 3m69 3m69

10 4 953 呉海亜津佐 (2) 奈良 +0.5 +0.5 +0.5

ﾆｼｳﾗ ﾚｲﾅ 京都薬科大 3m09 3m66 3m56 3m66 3m66

11 2 666 西浦　礼奈 (1) 京都 +1.9 +1.0 +0.3 +1.0 +1.0

ﾅｶﾞｷ ﾕｷｺ 和歌山医大 3m55 3m29 － 3m55 3m55

12 11 452 長木友木子 (1) 和歌山 +1.5 +0.2 +1.5 +1.5

ﾄﾒﾉ ｱﾔﾈ 愛知医科大 × 3m51 3m54 3m54 3m54

13 3 2455 留野　文音 (1) 愛知 +0.4 +0.4 +0.4 +0.4

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｲ 滋賀医科大 3m33 3m47 3m52 3m52 3m52

14 8 856 水口　　藍 (1) 滋賀 +0.9 +1.1 +1.0 +1.0 +1.0

ｼﾏﾑﾗ ｴﾘ 奈良医科大 3m33 3m23 3m28 3m33 3m33

15 10 956 志磨村絵梨 (1) 奈良 +0.2 +0.6 +1.7 +0.2 +0.2

ｿﾜ ﾕｷ 京都薬科大 3m20 2m91 3m33 3m33 3m33

16 14 654 曽羽　由記 (3) 奈良 +1.1 +0.2 +0.9 +0.9 +0.9

ｵﾁｱｲ ｱﾐ 明治鍼灸大

12 1251 落合　亜実 (3) 京都 DNS

ｵｵﾆｼ ｱﾔ 三重大

16 1160 大西　　綾 (1) 三重 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



女子　砲丸投

10月27日 13:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       17m39     森　　千夏 (国士舘大)                                       2002        

大会記録 (GR)           11m35     小林　　泉 (京都府医)                                       1994        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾊﾗ ﾘｻ 高知大

1 10 1352 田原　里沙 (1) 高知 × 8m77 × 8m77 8 7m95 － 8m65 8m77

ｵｵﾊﾀ ﾊﾙﾅ 三重大

2 5 1161 大畑　春奈 (1) 三重 × 7m37 × 7m37 7 × 7m38 6m93 7m38

ﾀｲﾅｶ ｱｷ 京都薬科大

3 8 663 田井中亜希 (1) 長野 × 6m93 × 6m93 6 6m63 6m32 6m43 6m93

ｵﾁｱｲ ｱﾐ 明治鍼灸大

4 9 1251 落合　亜実 (3) 京都 6m52 × × 6m52 5 6m14 6m38 6m74 6m74

ﾑｶｲﾀﾞ ﾁﾅﾂ 島根大

5 3 2755 向田　千夏 (2) 島根 6m45 × × 6m45 4 6m41 6m33 6m43 6m45

ﾑﾗｵｶ ﾄﾓﾐ 高知大

6 13 1351 村岡　朋美 (5) 高知 6m26 × × 6m26 3 5m39 6m18 5m92 6m26

ｵｵｼﾏ ﾕｳｺ 京都薬科大

7 11 653 大嶌　裕子 (3) 山口 × 6m17 × 6m17 2 × 6m07 6m21 6m21

ｱｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 京都医科大

8 12 553 芦田　倫子 (2) 京都 3m88 × × 3m88 1 × 3m66 3m34 3m88

ｳｴﾏﾂ ﾕｶﾘ 広島大

OP 4 2051 植松ゆかり (6) 広島 × 5m74 × 5m74 5m74

ｶｶﾞﾔﾏ ﾖｳｺ 京都薬科大

6 651 加賀山陽子 (4) 奈良 DNS

ﾐｶﾐ ｱﾔ 京都薬科大

1 667 三上　　綾 (1) 大阪 DNS

ﾅｶﾀ ｱｽｶ 関西医科大

2 351 中田あす香 (5) 愛知 DNS

ｿｶﾞ ﾕﾘ 広島大

7 2058 曽我　友理 (2) 広島 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



女子　円盤投

10月27日 14:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       54m90     室伏　由佳 (中京大)                                         1998        

大会記録 (GR)           31m32     小林　　泉 (京都府医)                                       1995        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｷ ﾕｷｺ 和歌山医大

1 12 452 長木友木子 (1) 和歌山 28m65 × × 28m65 8 × × × 28m65

ﾑｶｲﾀﾞ ﾁﾅﾂ 島根大

2 4 2755 向田　千夏 (2) 島根 21m75 × × 21m75 7 × × × 21m75

ﾀﾊﾗ ﾘｻ 高知大

3 16 1352 田原　里沙 (1) 高知 × × 20m99 20m99 6 × × × 20m99

ｿﾜ ﾕｷ 京都薬科大

4 9 654 曽羽　由記 (3) 奈良 17m44 × × 17m44 5 × × 18m78 18m78

ｿｶﾞ ﾕﾘ 広島大

5 2 2058 曽我　友理 (2) 広島 × × 16m19 16m19 4 × × 16m61 16m61

ｶｼﾞﾀ ﾐｻｺ 三重大

6 5 1154 梶田美佐子 (3) 三重 13m74 × × 13m74 2 × × 15m17 15m17

ﾐﾅﾐ ｼﾉ 滋賀医科大

7 14 854 南　　志乃 (2) 滋賀 13m85 × × 13m85 3 × × 14m65 14m65

ｳﾒﾑﾗ ﾖｼｴ 京都薬科大

8 3 652 梅村　佳永 (3) 大阪 13m48 × × 13m48 1 × × × 13m48

ｼﾏﾑﾗ ｴﾘ 奈良医科大

9 7 956 志磨村絵梨 (1) 奈良 × 13m35 × 13m35 13m35

ｵｵｼﾏ ﾕｳｺ 京都薬科大

10 11 653 大嶌　裕子 (3) 山口 × 12m68 × 12m68 12m68

ｵﾁｱｲ ｱﾐ 明治鍼灸大

11 13 1251 落合　亜実 (3) 京都 × × 12m33 12m33 12m33

ｳｴﾏﾂ ﾕｶﾘ 広島大

OP 8 2051 植松ゆかり (6) 広島 × 22m51 × 22m51 22m51

ｺｲﾃﾞ ﾏﾕｶ 愛知医科大

1 2452 小出麻由佳 (2) 愛知 － － × NM

ｶｶﾞﾔﾏ ﾖｳｺ 京都薬科大

6 651 加賀山陽子 (4) 奈良

ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾖ 明治鍼灸大

15 1252 鈴木　睦代 (3) 京都 DNS

ｲﾉﾓﾄ ｻﾔｶ 奈良医科大

10 952 井ノ本清香 (2) 奈良 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    NM：記録なし  DNS：欠　　　場



女子　ハンマー投

10月27日 15:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       64m43     綾　　真澄 (中京大)                                         2001        

大会記録 (GR)           17m91     杜浦　幸恵 (近畿大)                                         2006        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾑｶｲﾀﾞ ﾁﾅﾂ 島根大

1 3 2755 向田　千夏 (2) 島根 × 26m36 × 26m36 3 × × × 26m36

ﾑﾗｵｶ ﾄﾓﾐ 高知大

2 1 1351 村岡　朋美 (5) 高知 × × 15m41 15m41 2 × × × 15m41

ﾀﾊﾗ ﾘｻ 高知大

3 6 1352 田原　里沙 (1) 高知 × × 14m28 14m28 1 × × × 14m28

ｳｴﾏﾂ ﾕｶﾘ 広島大

OP 4 2051 植松ゆかり (6) 広島 × × 10m42 10m42 10m42

ｿｶﾞ ﾕﾘ 広島大

2 2058 曽我　友理 (2) 広島 DNS

ｼﾏﾑﾗ ｴﾘ 奈良医科大

5 956 志磨村絵梨 (1) 奈良 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    DNS：欠　　　場



女子　やり投

10月27日 10:30 決勝 

日本学生記録 (UR)       57m47     海老原有希 (国士大)                                         2006        

大会記録 (GR)           37m74     杜本　有美 (明治鍼灸)                                       1996        

決勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名
所属地
所属

1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ
ﾍﾞｽﾄ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾊﾗ ﾘｻ 高知大

1 7 1352 田原　里沙 (1) 高知 × 28m74 × 28m74 8 × × × 28m74

ｺﾀﾞﾆ ﾐｶ 鳥取大

2 10 1953 小谷　美香 (4) 鳥取 22m28 × × 22m28 7 × × × 22m28

ｼﾏﾑﾗ ｴﾘ 奈良医科大

3 15 956 志磨村絵梨 (1) 奈良 × 20m32 × 20m32 5 × × 21m14 21m14

ｿｶﾞ ﾕﾘ 広島大

4 13 2058 曽我　友理 (2) 広島 20m92 × × 20m92 6 × × × 20m92

ｶｼﾞﾀ ﾐｻｺ 三重大

5 12 1154 梶田美佐子 (3) 三重 20m26 × × 20m26 4 × × × 20m26

ｺﾃﾗ ﾑﾂﾐ 京都薬科大

6 1 661 小寺　　睦 (2) 京都 18m94 × × 18m94 3 × × × 18m94

ﾎﾝﾀﾞ ｶﾅ 奈良医科大

7 6 955 本田　佳奈 (2) 奈良 18m84 × × 18m84 2 × × × 18m84

ﾔﾏﾅｶ ｸﾐｺ 岐阜薬科大

8 4 1753 山中公美子 (1) 岐阜 18m80 × × 18m80 1 × × × 18m80

ｲｿﾓﾄ ﾕｲ 京都薬科大

9 5 659 礒本　　唯 (2) 京都 17m78 × × 17m78 17m78

ｵｵﾜｷ ﾘｮｳｺ 鳥取大

10 14 1952 大脇　涼子 (4) 鳥取 × 13m43 × 13m43 13m43

ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ 岐阜薬科大

11 3 1751 前田明日香 (2) 岐阜 × × 12m96 12m96 12m96

ｳｴﾏﾂ ﾕｶﾘ 広島大

OP 8 2051 植松ゆかり (6) 広島 18m42 × × 18m42 18m42

ｳﾒﾓﾄ ｱｲｺ 広島大

11 2060 梅本亜衣子 (1) 福岡 × － － NM

ｶｶﾞﾔﾏ ﾖｳｺ 京都薬科大

9 651 加賀山陽子 (4) 奈良 DNS

ｲﾉﾓﾄ ｻﾔｶ 奈良医科大

2 952 井ノ本清香 (2) 奈良 DNS

審 判 長：奥村　仁美

記録主任：辻　　昭司

第14回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会(07491624)
日時：平成19年10月27日(土)
場所：三重県営総合競技場陸上競技場(241010)
主催：関西医歯薬科陸上競技連盟
主管：三重陸上競技協会
後援：関西学生陸上競技連盟

凡例    NM：記録なし  DNS：欠　　　場




