
第６５回関東甲信越大学体育大会
山梨中銀スタジアム 平成２８年８月２５日（木）、２６日（金）

日付 種目

中野　彬徳(2) 10.86 佐藤　裕太(3) 11.09 杢家　弘樹(3) 11.16 齋藤　陽向(4) 11.21 津ヶ谷　健太(4) 11.21 梅村　享佑(3) 11.25 服部　翼(4) 11.27 森實　高毅(3) 11.33
神奈川・横浜国立大学 神奈川・横浜国立大学 茨城・茨城大学 福島・筑波大学 静岡・横浜国立大学 千葉・筑波大学 埼玉・埼玉大学 山梨・山梨大学
関原　真(2) 47.31 川口　真司(2) 48.64 佐藤　僚太(3) 49.46 増田　一輝(4) 49.56 山賀　幹(3) 49.65 鈴木　夢人(3) 50.20 小池　翔(2) 54.20 渡部　祐喜(3) 56.33
新潟・新潟大学 GR 栃木・宇都宮大学 富山・横浜国立大学 神奈川・横浜国立大学 新潟・新潟大学 群馬・群馬大学 栃木・宇都宮大学 埼玉・埼玉大学
青栁　良英(3) 3:56.34 大木　学(4) 4:02.29 鎌田　晃輔(2) 4:03.73 相澤　拓実(1) 4:07.23 菊池　直人(4) 4:07.61 松村　颯(2) 4:08.66 山田　純平(2) 4:09.89 野村　拓也(1) 4:11.18
神奈川・横浜国立大学 茨城・千葉大学 群馬・千葉大学 宮城・筑波大学 茨城・茨城大学 神奈川・横浜国立大学 静岡・千葉大学 三重・筑波大学
山田　幸輝(4) 15:08.81 枡川　健太郎(3) 15:39.52 長尾　亮児(2) 15:44.36 澤畠　竜一朗(4) 15:52.48 小野寺　涼(3) 16:03.58 今江　勇人(1) 16:12.18 小久井　大将(3) 16:16.63 藤井　駿丞(4) 16:21.62
埼玉・埼玉大学 神奈川・横浜国立大学 神奈川・横浜国立大学 茨城・横浜国立大学 東京・埼玉大学 宮城・千葉大学 山梨・山梨大学 茨城・茨城大学
安立　悠紀(1) 15.06 鷹野　玲大(4) 15.20 官野　優翔(3) 15.33 加藤　研三(2) 15.37 坂田　啓(4) 15.40 佐藤　智治(3) 15.60 立林　和歩(2) 15.88 塚原　悠貴(4) 16.27
新潟・筑波大学 千葉・千葉大学 新潟・新潟大学 鳥取・筑波大学 宮城・横浜国立大学 千葉・千葉大学 静岡・茨城大学 神奈川・横浜国立大学
木内　智也(2) 4m60 渡辺　淳之(3) 4m40 長利　勇希(3) 4m20 杉山　貴哉(4) 4m00 足立　悠輔(3) 3m60 佐藤　智治(3) 3m40 石塚　紳(4) 3m00
茨城・茨城大学 東京・筑波大学 埼玉・筑波大学 静岡・都留文科大学 山梨・山梨大学 千葉・千葉大学 埼玉・埼玉大学
二宮　聡史(4) 7m38(+1.4) 奈良　光洋(1) 7m22(+0.7) 浅利　拓(3) 7m13(+0.9) 谷内　剣(1) 7m04(+1.2) 岩下　友輝(2) 7m00(0.0) 日向　一機(3) 6m85(+1.0) 井上　幹智(1) 6m74(0.0) 石井　祐太(2) 6m71(+1.3)
愛知・都留文科大学 山梨・山梨大学 山梨・千葉大学 富山・筑波大学 神奈川・横浜国立大学 長野・信州大学 奈良・筑波大学 山梨・都留文科大学
矢口　幸平(3) 42m81 長谷川　祥大(1) 42m80 岩田　知大(1) 40m55 奥村　準哉(2) 37m29 萩原　怜(2) 35m58 中浦　凌馬(3) 35m45 栗原　寿幸(2) 33m87 永井　智也(3) 33m84
埼玉・埼玉大学 兵庫・筑波大学 愛知・筑波大学 石川・新潟大学 山梨・山梨大学 茨城・茨城大学 千葉・茨城大学 神奈川・横浜市立大学
池田　真佐夫(1) 52m95 齋藤　淳平(3) 51m63 東井　航平(2) 45m23 富岡　泰資(3) 43m53 矢口　幸平(3) 37m03 須賀　健太(3) 32m26 萩原　怜(2) 30m08 岩崎　大佑(1) 27m65
大阪・筑波大学 埼玉・筑波大学 長野・信州大学 茨城・茨城大学 埼玉・埼玉大学 長野・信州大学 山梨・山梨大学 茨城・筑波大学
原賀　祥乃(4) 12.65 豊田　麗(1) 12.66 熊谷　妙子(2) 12.69 小峰　紫緒里(3) 12.72 杉山　菫(1) 12.90 山本　奈穂(1) 12.92 林田　小葉(3) 12.95 竹本　海帆(1) 13.02
埼玉・埼玉大学 千葉・横浜国立大学 神奈川・横浜国立大学 埼玉・埼玉大学 神奈川・横浜国立大学 兵庫・筑波大学 長崎・都留文科大学 愛媛・筑波大学
堅田　悠希(2) 57.25 泉田　怜恵(2) 57.50 福里　秋帆(4) 57.69 鈴木　杏奈(4) 58.80 田代　百優(2) 59.07 小林　莉菜(2) 1:00.19 畑　遥香(4) 1:00.21 福田　晴夏(4) 1:00.85
和歌山・都留文科大学 神奈川・都留文科大学 神奈川・横浜国立大学 茨城・茨城大学 兵庫・筑波大学 茨城・茨城大学 京都・横浜国立大学 山口・筑波大学
廣瀬　未来(3) 4:46.51 石田　千明(2) 4:47.37 柳　好恵(2) 4:47.88 伊藤　佑里恵(3) 4:56.19 早笋　彩乃(1) 4:58.35 荒井　芽衣(4) 4:59.03 鈴木　萌乃香(2) 4:59.36 安達　千愛美(3) 5:02.76
茨城・茨城大学 福井・都留文科大学 栃木・宇都宮大学 新潟・新潟大学 千葉・千葉大学 茨城・茨城大学 神奈川・横浜市立大学 千葉・千葉大学
桑原　美月(4) 14.25 森岡　美紅(4) 14.41 髙橋　砂里奈(1) 15.07 荒川　沙絵(3) 15.15 渡邉　友紀子(2) 15.33 高橋　美緒(2) 15.38 佐野　知奈美(3) 15.72 長坂　くるみ(2) 16.52
静岡・都留文科大学 岡山・横浜国立大学 静岡・都留文科大学 岩手・筑波大学 愛知・筑波大学 茨城・茨城大学 京都・都留文科大学 東京・筑波大学
早坂　知華(3) 5m86(+2.1) 森岡　美紅(4) 5m85(+1.8) 宮城　朝香(3) 5m78(+3.6) 茂　沙織(1) 5m66(+2.2) 岩崎　幸菜(3) 5m63(+3.0) 西内　美香子(1) 5m52(+2.3) 小林　優里(2) 5m43(+2.1) 後藤　晴菜(3) 5m40(+2.3)
岡山・筑波大学 公認5m43(+0.8) 岡山・横浜国立大学 神奈川・横浜国立大学 公認5m41(+1.9) 長崎・筑波大学 公認5m60(+1.4) 福井・横浜国立大学 公認5m54(0.0) 千葉・都留文科大学 公認5m36(+1.3) 千葉・千葉大学 公認5m35(+1.2) 茨城・茨城大学 公認5m38(+0.6)

半田　水晶(1) 45m23 神山　結衣(2) 40m41 市川　瑞穂(3) 38m31 平賀　美波(1) 36m19 吉田　知佳子(3) 36m19 嵯峨山　結菜(1) 35m88 野中　紗希(4) 28m95 衣川　沙希(3) 28m18
群馬・筑波大学 栃木・茨城大学 群馬・新潟大学 広島・都留文科大学 新潟・新潟大学 大阪・筑波大学 栃木・宇都宮大学 山梨・山梨大学

対抗得点 男子総合 筑波大学 76点 横浜国立大学 68点 千葉大学 37点 茨城大学 31点 埼玉大学 29点 新潟大学 23点 山梨大学 20点 都留文科大学 14点
対抗得点 女子総合 横浜国立大学 49点 都留文科大学 48点 筑波大学 43点 茨城大学 30点 新潟大学 15点 埼玉大学 13点 宇都宮大学 8点 千葉大学 7点

8月25日 女子円盤投

8月25日 女子１５００ｍ

8月25日
女子１００ｍH

風：-2.7

8月25日 女子走幅跳

8月25日 男子ハンマー投

8月25日
女子１００ｍ
風：-3.2

8月25日 女子４００ｍ

8月25日 男子棒高跳

8月25日 男子走幅跳

8月25日 男子円盤投

8月25日 男子１５００ｍ

8月25日 男子５０００ｍ

8月25日
男子１１０ｍH

風：-2.3

7位 8位

8月25日
男子１００ｍ
風：-1.3

8月25日 男子４００ｍ

1位 2位 3位 4位 5位 6位
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