
第４３回全国高等専門学校体育大会陸上競技

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】012040  函館市千代台公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/17 男子  +1.9 遠藤　　俊(4) 11.01 神田　幸成(5) 11.02 新田　裕文(5) 11.07 城田　大輝(4) 11.15 佐々木景祐(5) 11.21 古礒　和樹(2) 11.22 住谷　浩基(4) 11.24 早矢仕佳史(5) 20.85

100m 米子工業 松江工業 富山商船 豊田工業 宮城工業 米子工業 神戸市立工業 岐阜工業
08/16  -1.7 新田　裕文(5) 22.19 早矢仕佳史(5) 22.29 遠藤　　俊(4) 22.48 神田　幸成(5) 22.63 竹内　　敦(4) 22.70 山田　賢弥(2) 23.30 髙畑　裕紀(1) 23.40 沖本　翔平(3) 23.45

200m 富山商船 岐阜工業 米子工業 松江工業 木更津工業 富山商船 八戸工業 呉工業
08/17 竹内　　敦(4) 49.87 森　　智広(5) 50.00 長谷川　慎(2) 50.14 原　弦太郎(4) 50.21 中島佑太朗(4) 50.45 中西　佑輔(3) 51.06 山本　　卓(3) 51.75

400m 木更津工業 米子工業 豊田工業 長野工業 鹿児島工業 鈴鹿工業 石川工業
08/16 原　弦太郎(4) 1,56.30 小森　大輝(2) 1,56.88 大島　　弘(3) 1,57.94 田崎　力也(3) 1,59.59 石原　元気(2) 1,59.95 浅田　龍馬(1) 2,00.61 吉村　竜二(4) 2,01.67 高谷　昌樹(4) 2,09.81

800m 長野工業 岐阜工業 東京工業 鹿児島工業 富山商船 佐世保工業 弓削商船 明石工業
08/17 小森　大輝(2) 4,06.55 川邉　一樹(4) 4,07.76 山下　将宏(3) 4,09.47 宮坂　優介(3) 4,10.00 木村　隆二(4) 4,12.00 田中　亮輔(3) 4,13.28 藤本　康生(4) 4,13.51 中島　將護(2) 4,14.82

1500m 岐阜工業 大分工業 佐世保工業 長野工業 松江工業 富山商船 弓削商船 長野工業
08/16 山下　将宏(3) 15,14.65 川邉　一樹(4) 15,16.54 大塚　　杏(2) 15,23.18 小田　健太(5) 15,32.18 山﨑　翔太(5) 15,39.48 木村　隆二(4) 15,45.59 大田　昌孝(5) 15,47.17 中村　浩祐(5) 15,48.05

5000m 佐世保工業 大分工業 高知工業 宇部工業 福島工業 松江工業 鹿児島工業 長岡工業
08/17  +1.7 上西　健人(5) 14.82 目次　晋侍(5) 14.88 山本　大地(3) 15.40 衛藤　　昂(3) 15.53 洞　　誠二(2) 15.73 瀬﨑　政志(4) 15.74 番原　脩介(3) 16.08 三川　幸宏(3) 16.14

110mH 1.067m 富山商船 松江工業 木更津工業 鈴鹿工業 近畿大学工業 松江工業 米子工業 長岡工業
08/16 米子工業       41.82 松江工業       42.29 富山商船       42.51 福島工業 北九州工業       43.41 長野工業       44.49 明石工業       44.58

4x100mR 古礒　和樹(2) 佐藤　大輔(4) 杉本　和也(3) 中村　孝洋(2) 栗田　新也(4) 深澤　貴仁(3) 松本　　歩(5)
森　　智広(5) 神田　幸成(5) 上西　健人(5) 稲場豊由季(5) 梅野　太平(5) 丸山　淳史(4) 八木遼太郎(3)
番原　脩介(3) 瀬﨑　政志(4) 山田　賢弥(2) 佐藤　義剛(3) 衛藤　翔平(3) 内山　　周(5) 岡崎　駿也(5)
遠藤　　俊(4) 目次　晋侍(5) 新田　裕文(5) 星　　尚之(4) 宮脇　貴秀(5) 山本　龍一(1) 轟　　仁貴(4)

08/17 豊田工業     3,22.95 鹿児島工業     3,24.14 一関工業     3,25.37 富山商船     3,26.36 福島工業     3,27.56 弓削商船     3,27.82 佐世保工業     3,28.93 長野工業     3,29.66
4x400mR 清水　和臣(5) 松浦　慎仁(2) 千賀　敬太(3) 石原　元気(2) 安島　寿秋(5) 吉村　竜二(4) 立山　祥大(4) 深澤　貴仁(3)

城田　大輝(4) 大坪　純也(2) 宮　　俊介(4) 上西　健人(5) 伊藤　　良(4) 田頭　弘光(3) 岩崎　　薫(5) 内山　　周(5)
筧　　政憲(4) 黒江　拓也(4) 津田　塁文(5) 高畑　峻介(4) 星　　尚之(4) 宮田　浩輔(4) 浅田　龍馬(1) 竹内　三就(3)
長谷川　慎(2) 中島佑太朗(4) 高橋　　快(4) 新田　裕文(5) 稲場豊由季(5) 田頭　雪雄(5) 浦田　　龍(3) 原　弦太郎(4)

08/17 衛藤　　昂(3) 2.07 古村　喬洋(3) 1.90 小林　信彦(5) 1.90 宗清　　修(3) 1.87 坂本　圭國(4) 1.87 原　　卓也(4) 1.87 狩野　　亮(4) 1.81 宮脇　孝弥(1) 1.75
走高跳 鈴鹿工業 福井工業 長野工業 高松工業 石川工業 広島商船 大阪府立工業 明石工業

08/17 吉村　宏基(3) 6.83(-0.4) 佐藤　大輔(4) 6.65(+0.8) 中嶋　隼也(3) 6.58(-1.3) 芹原　貴晃(2) 6.50(+0.2) 大後戸秀俊(5) 6.39(-1.0) 堀内　　銀(5) 6.34(0.0) 清水　日彬(3) 6.18(-0.7) 大津　　渉(2) 6.16(-1.0)
走幅跳 近畿大学工業 松江工業 岐阜工業 松江工業 北九州工業 釧路工業 津山工業 鈴鹿工業

08/16 目次　晋侍(5)13.78(+0.2) 村山　尚紀(5)13.67(+2.5) 佐藤　義剛(3)13.63(+1.5) 吉村　宏基(3)13.61(+0.8) 坂本　圭國(4)13.50(+1.5) 大津　　渉(2)13.45(+1.6) 染矢　貴洋(5)13.37(+0.1) 宗清　　修(3)13.11(-0.1)
三段跳 松江工業 富山商船 福島工業 近畿大学工業 石川工業 鈴鹿工業 都城工業 高松工業

08/17 加藤　柾紀(2) 13.77 山本　将之(4) 12.94 山内　秀明(3) 12.91 新谷　貴嗣(5) 12.48 笹本康太郎(3) 12.14 佐野　貴明(4) 11.90 星　　尚之(4) 11.63 岸尾　寛民(3) 11.59
砲丸投 6.000kg 函館工業 和歌山工業 旭川工業 八戸工業 徳山工業 富山商船 福島工業 近畿大学工業

08/16 山内　秀明(3) 39.88 岸尾　寛民(3) 38.62 木下　勝誠(4) 37.17 佐野　貴明(4) 37.03 清水　裕貴(3) 34.27 梅澤　将充(2) 34.01 小林　勇太(1) 32.73 柴崎　恭馬(5) 32.26
円盤投 1.750kg 旭川工業 近畿大学工業 石川工業 富山商船 長野工業 長岡工業 岐阜工業 呉工業

08/17 佐藤　雄治(3) 55.68 平田　卓巳(3) 51.18 中上　靖教(4) 49.91 池田　成亨(4) 49.56 山本　　隼(3) 49.27 竹内　卓也(3) 49.07 杉田多翔史(4) 48.69 中塚　　翔(5) 47.01
やり投 鶴岡工業 佐世保工業 大島商船 木更津工業 新居浜工業 有明工業 石川工業 徳山工業

08/16  -0.5 筧　　政憲(4) 23.07 須藤　大翔(1) 23.61 岩崎　　薫(5) 23.66 小木曽達也(3) 23.74 横山　圭佑(3) 23.82 大野　雄気(5) 23.83 阿部　哲雄(2) 23.89 角井　　暖(2) 23.94
ｵｰﾌﾟﾝ 200m 豊田工業 長岡工業 佐世保工業 豊田工業 長岡工業 富山商船 長岡工業 木更津工業

08/17 七森健太郎(4) 4,07.72 山本　昌希(5) 4,15.71 亀川　翔太(4) 4,16.26 西山　晃平(5) 4,17.88 奥原　達朗(3) 4,18.42 田崎　力也(3) 4,18.94 岡田　訓明(4) 4,21.69 松葉洸太郎(3) 4,25.14
ｵｰﾌﾟﾝ 1500m 佐世保工業 長野工業 鹿児島工業 佐世保工業 長野工業 鹿児島工業 弓削商船 明石工業



第４３回全国高等専門学校体育大会陸上競技

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】012040  函館市千代台公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/17 女子  -0.4 石黒　千晶(5) 12.75 松尾　実桜(2) 13.31 宮澤　留美(3) 13.46 杉本あかり(3) 13.76 山口　美咲(3) 13.77 影山　理花(1) 13.77 魚橋　未紗(2) 13.86 倉見　春菜(4) 13.86

100m 富山商船 北九州工業 長野工業 鈴鹿工業 佐世保工業 サレジオ工業 神戸市立工業 苫小牧工業
08/17 入江　和実(5) 2,22.53 宮澤　留美(3) 2,28.07 影山　理花(1) 2,30.01 木下　志織(5) 2,30.95 高原　有紀(3) 2,32.49 宮﨑　理恵(5) 2,34.38 大道　爽香(1) 2,40.16 田頭香奈子(1) 2,44.48

800m 北九州工業 長野工業 サレジオ工業 石川工業 佐世保工業 鈴鹿工業 近畿大学工業 弓削商船
08/17 田中　美帆(4) 5.10(+0.8) 清水　真彩(2) 5.04(+1.6) 中村　知美(2) 4.81(+1.8) 松尾　実桜(2) 4.80(+2.4) 本江　香澄(4) 4.79(+2.0) 杉本　真麻(4) 4.76(+2.7) 森光　博美(4) 4.74(-0.3) 毛利　加代(3) 4.56(+1.3)

走幅跳 明石工業 近畿大学工業 木更津工業 北九州工業 石川工業 岐阜工業 久留米工業 詫間電波
08/17 楠本　早季(2) 12.04 宇高さつき(4) 11.39 河村　衣莉(2) 9.59 日景　梨芳(2) 9.36 藤澤　　緑(2) 8.97 木村　裕姫(5) 8.95 鈴木　美妃(3) 8.45 酒井　華菜(5) 8.25

砲丸投 4.00kg 近畿大学工業 北九州工業 徳山工業 秋田工業 長野工業 八戸工業 木更津工業 弓削商船
08/16   0.0 石黒　千晶(5) 26.42 本林有美子(2) 28.46 中村　知美(2) 28.96 吉田　　操(3) 29.25 吉原　沙季(1) 29.42 岩下未友貴(2) 29.67 湯越麻友美(2) 31.74 河原　未來(1) 33.31

ｵｰﾌﾟﾝ 200m 富山商船 富山商船 木更津工業 木更津工業 長野工業 神戸市立工業 北九州工業 富山商船
08/17  +0.8 中村　知美(2) 16.74 藤澤　　緑(2) 17.86 末重　麻衣(3) 18.33 佐々木悠子(3) 19.03 大江　　茜(2) 23.53

ｵｰﾌﾟﾝ 100mH 木更津工業 長野工業 呉工業 釧路工業 サレジオ工業
08/17 北九州工業       52.33 富山商船       52.80 関東信越選抜       53.42 明石・神戸市立      54.62 呉工業       58.97 米子工業     1,04.00

ｵｰﾌﾟﾝ 4x100mR 宇高さつき(4) 河原　未來(1) 大江　　茜(2) 岩下未友貴(2) 末重　麻衣(3) 浦冨明日香(3)
松尾　実桜(2) 本林有美子(2) 影山　理花(1) 柳瀬　結月(2) 桑島　林果(2) 高田　恵花(2)
坂井　里菜(2) 石黒　千晶(5) 吉田　　操(3) 魚橋　未紗(2) 国兼みゆき(5) 門脇　遥奈(1)
入江　和実(5) 川添真衣子(5) 宮澤　留美(3) 田中　美帆(4) 和田　朱里(5) 廣瀬　未佳(1)

08/17 森田　　朋(3) 1.53 森光　博美(4) 1.50 佐々木沙緒里(4) 1.40 鈴木　美妃(3) 1.40
ｵｰﾌﾟﾝ 走高跳 阿南工業 久留米工業 函館工業 木更津工業


