
2014年7月5日(土)・6日（日） 大会名 第52回東海地区国立高等専門学校体育大会　陸上競技大会コード　 14501606

一般財団法人三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

主催団体名 鈴鹿市陸上競技協会 競技場名 鈴鹿市営石垣池公園陸上競技場 競技場コード　243080 跳 躍 審 判 長 谷　映親

鈴鹿工業高等専門学校 投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目

村松　隆世(4) 11.18 中脇　裕也(1) 11.49 都築　卓馬(4) 11.51 安藤　嵩敏(3) 11.63 中井　健登(3) 11.76 堀口　慧人(5) 11.78 西脇　一輝(2) 11.89 三宅　悠暉(1) 12.15

豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 豊田高専 鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専 岐阜高専

村上　拓也(3) 21.97 村松　隆世(4) 22.14 藤田　尊大(4) 22.46 中脇　裕也(1) 22.83 豊田　隆葵(5) 22.84 都築　卓馬(4) 23.19 高橋　豪(3) 23.62 西脇　一輝(2) 24.10

岐阜高専 豊田高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 豊田高専 岐阜高専 岐阜高専

藤田　尊大(4) 47.84 村上　拓也(3) 48.23 河合　竜希(5) 49.58 森　唯人(5) 50.12 佐貫　司(5) 51.28 西澤　一騎(3) 51.51 鈴木悠之介(4) 55.39

鈴鹿高専 GR 岐阜高専 GR 豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専

浅井　邦夫(4) 51.51

岐阜高専 *TL

深尾僚太郎(2) 1:58.56 山本　剛平(5) 1:59.24 小倉　尚武(4) 2:00.46 中西　昴(4) 2:01.67 佐野　康太(2) 2:04.19 中西　大樹(3) 2:04.30 安田　翔哉(3) 2:04.43 末松　杏介(2) 2:06.78

岐阜高専 豊田高専 豊田高専 鈴鹿高専 沼津高専 鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専

金崎　舜(4) 4:05.87 山本　剛平(5) 4:06.68 深尾僚太郎(2) 4:07.93 小倉　尚武(4) 4:10.43 中西　昴(4) 4:11.03 古川　聖弥(4) 4:11.45 末松　杏介(2) 4:11.83 伊藤　兼梧(3) 4:13.22

鈴鹿高専 豊田高専 岐阜高専 豊田高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 岐阜高専 豊田高専

金崎　舜(4) 15:52.52 澤　洸太(3) 15:56.43 石﨑　伸一(3) 16:06.86 伊藤　兼梧(3) 16:13.65 古川　聖弥(4) 16:43.56 後藤　航平(2) 16:54.58 吉田泰一朗(2) 16:56.91 鈴木　龍一(1) 17:00.80

鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専 沼津高専

佐野　智基(5) 15.44 山尾　昇也(2) 15.49 加藤健太郎(3) 15.53 鈴木　颯斗(3) 15.96 後藤　壮(2) 16.20 野村　純一(3) 16.84 犬塚　崇文(3) 18.07 小島　幹(5) 20.59

鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 豊田高専 岐阜高専 岐阜高専 豊田高専 岐阜高専

豊田高専 42.06 鈴鹿高専 42.37 岐阜高専 43.48 沼津高専 47.02

安藤　嵩敏(3) 中井　健登(3) 高橋　豪(3) 田中　健太(1)

河合　竜希(5) 中脇　裕也(1) 村上　拓也(3) 大勝　友晶(1)

都築　卓馬(4) 豊田　隆葵(5) 浅井　邦夫(4) 藤川　泰佑(1)

村松　隆世(4) 藤田　尊大(4) 堀口　慧人(5) 土屋　美童(1)

鈴鹿高専 3:20.29 豊田高専 3:20.30 岐阜高専 3:22.61 沼津高専 3:50.44 鳥羽商船 3:53.05

西澤　一騎(3) 村松　隆世(4) 堀口　慧人(5) 飯田　涼太(3) 森山　朋来(3)

森　唯人(5) 佐貫　司(5) 浅井　邦夫(4) 小川　宗徳(1) 佐伯　元規(1)

豊田　隆葵(5) 鈴木悠之介(4) 後藤　壮(2) 米川　俊彰(1) 清水　勇志(2)

藤田　尊大(4) 河合　竜希(5) 村上　拓也(3) 戎　高佑(4) 大北　悠人(3)

加藤健太郎(3) 2m06 衛藤　将(5) 2m03 後藤　昂(3) 2m03 西田　大騎(3) 1m80 北川　貴大(3) 1m75 川合　智士(3) 1m70 野村　純一(3) 1m60

鈴鹿高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 岐阜高専 沼津高専 岐阜高専

内田　大平(3) 6m69(+2.0) 桜木　笙伍(2) 6m50(+1.7) 保坂　翔也(3) 6m46(+2.5) 後藤　昂(3) 6m20(+3.2) 尾畑　智広(4) 6m19(+2.1) 鈴木淳一朗(2) 6m16(+0.5) 檜山　佳希(2) 5m93(+1.5) 水谷　豊(4) 5m62(+2.8)

鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 *F6 豊田高専 *F2 岐阜高専 *F3 沼津高専 岐阜高専 岐阜高専 *F3

公認6m42(+0.5) 公認6m10(+1.6) 公認6m11(+2.0) 公認5m58(+0.6)

保坂　翔也(3) 13m98(+1.9) 尾畑　智広(4) 13m74(+1.2) 鬼頭　卓士(5) 12m74(+2.7) 檜山　佳希(2) 12m65(+1.7) 伊達　翔平(2) 12m56(+0.5) 蜂谷　敏志(2) 12m14(+1.2) 鈴木淳一朗(2) 11m97(+3.2)

鈴鹿高専 岐阜高専 鈴鹿高専 *F6 岐阜高専 鈴鹿高専 岐阜高専 沼津高専 公認記録なし

公認12m72(+0.3)

前門　和道(4) 12m64 杉田　篤(5) 11m16 大川　直樹(3) 10m86 小島　幸士(3) 10m09 村林　靖弘(3) 9m87 西野　一希(3) 9m80 戸崎　太星(2) 9m01 伊達　翔平(2) 7m42

豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 豊田高専 鈴鹿高専 岐阜高専 岐阜高専 鈴鹿高専

杉田　篤(5) 36m97 大江　敦哉(4) 35m43 前門　和道(4) 34m48 西野　一希(3) 30m24 伊禮　悠平(2) 29m58 藤田　亮太(1) 25m58 小島　幸士(3) 24m25 白數　祐哉(2) 23m01

鈴鹿高専 岐阜高専 豊田高専 岐阜高専 岐阜高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専

大川　直樹(3) 52m40 伊禮　悠平(2) 50m22 小川　将宏(1) 48m82 大江　敦哉(4) 47m57 衛藤　将(5) 44m99 阿部　立将(4) 41m46 北川　貴大(3) 39m33 白數　祐哉(2) 37m27

豊田高専 岐阜高専 豊田高専 岐阜高専 鈴鹿高専 豊田高専 岐阜高専 鈴鹿高専

小倉ひかる(3) 13.34 関谷有紗加(3) 13.50 浅野　奈美(4) 13.52 中出　里央(1) 13.71 飯田　百花(1) 13.82 小﨑　ひな乃(5) 14.62

岐阜高専 岐阜高専 岐阜高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専

寺田　美希(1) 2:28.09 中林　芽以(1) 2:28.16 藤田　京花(1) 2:32.95 渡邉　里緒(1) 2:52.77 宮下侑莉華(1) 2:53.32 渡部　良紗(4) 2:57.86 横田　奈菜花(1) 3:11.53

岐阜高専 鈴鹿高専 沼津高専 豊田高専 岐阜高専 岐阜高専 豊田高専

飯田　百花(1) 5m24(+1.4) 小倉ひかる(3) 5m18(+3.4) 中出　里央(1) 4m98(+2.6) 堺　公香(1) 4m87(+1.7) 大野可南子(1) 3m80(+0.6)

鈴鹿高専 岐阜高専 *F4 鈴鹿高専 *F3 岐阜高専 岐阜高専

公認5m06(+1.8) 公認4m95(+1.3)

小田中万結(3) 8m77 安藤　詩乃(2) 8m71 玉井　水規(5) 8m18 伊藤　美郁(1) 6m91 岩井　茜(1) 6m84

豊田高専 鈴鹿高専 岐阜高専 豊田高専 岐阜高専

対抗得点 対抗得点 鈴鹿高専 142.5点 豊田高専 103点 岐阜高専 68.5点 沼津高専 10点 鳥羽商船 2点

3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月5日
男子100m
風：-2.9

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位

7月5日 男子400m

7月6日 男子800m

7月6日
男子200m
風：-0.5

7月5日 男子1500m

7月6日 男子5000m

7月6日
男子110mH

(106.7㎝/9.14m)
風：-0.6

7月5日 男子4×100mR

7月5日 男子三段跳

7月6日
男子砲丸投
(6.000kg)

7月6日 男子4×400mR

7月5日 男子走高跳

7月6日 男子走幅跳

7月5日
男子円盤投
(1.750kg)

7月6日
男子やり投
(800g)

7月5日
女子100m
風：-1.2

7月6日
女子砲丸投
(4.000kg)

7月6日 女子800m

7月6日 女子走幅跳



2014年7月5日(土)・6日（日） 大会名 第52回東海地区国立高等専門学校体育大会　陸上競技大会コード　 14501606

一般財団法人三重陸上競技協会　 コード２４ ト ラ ッ ク 審 判 長 矢藤　昌克

主催団体名 鈴鹿市陸上競技協会 競技場名 鈴鹿市営石垣池公園陸上競技場 競技場コード　243080 跳 躍 審 判 長 谷　映親

鈴鹿工業高等専門学校 投 て き 審 判 長 谷　映親

記 録 主 任 南部　朗

日付 種目 3位 4位 5位 6位 7位 8位

決　勝　一　覧　表

期　日

陸協名

1位 2位

加藤　良祐(S2) 10.92(-2.0) 菅　大彰 11.65(-2.6) 水野　隼輔(4) 11.76(-2.0) 桜木　笙伍(2) 11.84(-2.0) 豊田　隆葵(5) 11.88(-2.0) 伊藤　慎吾 11.92(-2.6) 石本　幹也 11.93(-2.0) 松岡　桂市(3) 11.96(-2.0)

豊田高専 ULTIMATE 豊田高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 ULTIMATE ULTIMATE 鈴鹿高専

大津　渉 11.96(-2.4)

ULTIMATE

加藤　良祐(S2) 21.87(-2.3) 中西　佑輔 22.41(-2.3) 衛藤　昂 22.67(-2.3) 湯田　功稀 22.69(-2.3) 伊藤　慎吾 23.79(-2.3) 田中　大輝 23.90(-2.3) 水野　隼輔(4) 24.14(-2.3)

豊田高専 ULTIMATE 筑波大 ULTIMATE ULTIMATE ULTIMATE 豊田高専

菅　大彰 23.79(-1.7)

ULTIMATE

西村将太朗(2) 4:20.94 嶋村　涼介(2) 4:20.99 横井天太朗(5) 4:25.10 寺澤　亮太(4) 4:27.92 伊藤　隼人(2) 4:28.22 近藤　啓太(2) 4:30.20 木俣　大樹(4) 4:33.54 幅　匡史(1) 4:40.62

豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 豊田高専 豊田高専

嶋村　涼介(2) 9:35.13 横井天太朗(5) 9:38.78 近藤　啓太(2) 9:42.99 西村将太朗(2) 9:43.91 伊藤　隼人(2) 9:47.94 横井　奎哉(1) 9:49.50 矢田　輝(1) 9:49.54 木俣　大樹(4) 9:53.23

鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 豊田高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 鈴鹿高専 豊田高専

7月5日 OP男子100m

7月6日 OP男子1500m

7月5日 OP男子3000m

7月6日 OP男子200m


