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第４８回全国高等専門学校体育大会　陸上競技
決勝一覧表

いわき陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 8/19 １００ｍ 藤原慎二郎(3) 11.03 古和口　廉(2) 11.35 西　　勇也(5) 11.40 縄井　雅英(3) 11.50 工藤　泰良(2) 11.53 柴田晃太朗(4) 11.54 徳永　　翔(5) 11.60 田中　継馬(3) 11.62

奈良･奈良 -1.9 福島･福島 -1.9 奈良･奈良 -1.9 富山（射水）･富山 -1.9 八戸･青森 -1.9 長野･長野 -1.9 サレジオ･東京 -1.9 松江･島根 -1.9 
男子 8/18 ２００ｍ 藤原慎二郎(3) 21.98 村松　隆世(3) 22.03 古和口　廉(2) 22.15 斎藤　秀樹(5) 22.41 縄井　雅英(3) 22.57 藤田　尊大(3) 22.62 柴田晃太朗(4) 22.80 牛田　匡哉(4) 23.17

奈良･奈良 -1.9 豊田･愛知 -1.9 福島･福島 -1.9 近畿大学･三重 -1.9 富山（射水）･富山 -1.9 鈴鹿･三重 -1.9 長野･長野 -1.9 近畿大学･三重 -1.9 
男子 8/19 ４００ｍ 藤田　尊大(3) 49.06 河合　竜希(4) 49.99 島岡　大貴(3) 50.54 長田　航樹(1) 50.69 同順：熊澤　弘樹(3 50.69 石橋　　聡(5) 51.14 森合　史朗(3) 52.29 平川　朔弥(2) 52.51

鈴鹿･三重 豊田･愛知 近畿大学･三重 富山（射水）･富山 高知･高知 久留米･福岡 茨城･茨城 有明･福岡

男子 8/18 ８００ｍ 田口　郁也(3)  1:55.61 阿部　宏亮(5)  1:57.53 高原　拓哉(4)  1:58.54 吉村　　涼(5)  1:58.76 山本　剛平(4)  1:58.77 阿部　和輝(5)  2:00.04 下山　祐生(3)  2:05.40 小野　祐耶(4)  2:08.73
香川（高松）･香川 香川（高松）･香川 弓削商船･愛媛 岐阜･岐阜 豊田･愛知 大分･大分 八戸･青森 一関･岩手

男子 8/19 １５００ｍ 穴井　晃太(5)  4:00.53 北﨑　浩太(2)  4:03.68 富田　就斗(2)  4:04.48 金崎　　舜(3)  4:08.86 田口　郁也(3)  4:14.34 北原　　廉(1)  4:14.71 宗光　由祐(3)  4:15.34 渡邊　寛希(2)  4:16.39
熊本（八代）･熊本 近畿大学･三重 徳山･山口 鈴鹿･三重 香川（高松）･香川 長野･長野 高知･高知 茨城･茨城

男子 8/18 ５０００ｍ 穴井　晃太(5) 15:49.52 吉原　尚史(5) 15:58.69 國見　幸生(2) 16:01.82 鈴木　　智(5) 16:01.85 富田　就斗(2) 16:05.89 北原　　悠(3) 16:10.13 山﨑　翔平(2) 16:13.65 古川　聖弥(3) 16:24.60
熊本（八代）･熊本 佐世保･長崎 近畿大学･三重 サレジオ･東京 徳山･山口 長野･長野 鹿児島･鹿児島 鈴鹿･三重

男子 8/19 １１０ｍＨ 濱本　悠司(3) 15.20 五百崎太郎(3) 15.23 堀井　直樹(1) 15.25 小林　直人(5) 15.85 佐野　智基(4) 16.05 山口　将大(5) 16.11 江國　侑汰(3) 16.11
(1.067m) 近畿大学･三重 -2.5 富山（射水）･富山 -2.5 富山（射水）･富山 -2.5 小山･栃木 -2.5 鈴鹿･三重 -2.5 佐世保･長崎 -2.5 津山･岡山 -2.5 

男子 8/18 ４×１００ｍＲ 近畿大学 41.98 奈良 42.40 富山（射水） 42.76 鹿児島 42.96 有明 43.88 松江 44.04 豊田 45.53 福島 46.35
  島岡　大貴(3)   金内　高志(2)   堀井　直樹(1)   馬場　裕史(3)   松田　拓巳(2)   田中　継馬(3)   浅野　耕生(4)   庄司　　陽(4)
  斎藤　秀樹(5)   藤原慎二郎(3)   長田　航樹(1)   中俣　朋也(2)   明石　祐嗣(5)   岡﨑　友聖(3)   安藤　嵩敏(2)   吉田　将大(5)
  牛田　匡哉(4)   岩本　好広(2)   利波　　瞭(5)   江口　　匠(5)   梅崎浩太郎(3)   黒田　圭亮(3)   都築　卓馬(3)   神部　　光(3)
  清水　剛士(5)   西　　勇也(5)   縄井　雅英(3)   大薗　晃平(5)   梅崎龍之介(1)   房野　　弾(4)   村松　隆世(3)   古和口　廉(2)

男子 8/19 ４×４００ｍＲ 福島  3:18.63 近畿大学  3:18.87 豊田  3:21.64 富山（射水）  3:22.90 有明  3:24.12 佐世保  3:26.22 一関  3:28.76 松江  3:36.00
  庄司　　陽(4)   斎藤　秀樹(5)   小林　広昇(3)   長田　航樹(1)   平川　朔弥(2)   河野　一馬(5)   為田桂太朗(2)   房野　　弾(4)
  神部　　光(3)   島岡　大貴(3)   村松　隆世(3)   松井　瑞季(2)   梅崎龍之介(1)   坂口　翔太(2)   千田　　勤(2)   古賀　拓海(5)
  吉田　将大(5)   岩田　和希(5)   鈴木悠之介(3)   杉本　　陸(4)   溝口　赳司(2)   勝山　雄介(2)   小野　祐耶(4)   黒田　圭亮(3)
  古和口　廉(2)   清水　剛士(5)   河合　竜希(4)   潟渕　晋也(3)   梅崎浩太郎(3)   山口　翔平(4)   志田　嶺也(3)   岡﨑　友聖(3)

男子 8/19 走高跳 加藤健太郎(2) 1m97 岡久　拓人(5) 1m97 大薗　晃平(5) 1m94 澤田　奬汰(1) 1m91 岩崎　晴也(4) 1m91 衛藤　　将(4) 1m88 清水　剛士(5) 1m88 松藤　貴大(5) 1m85
鈴鹿･三重 釧路･北海道 鹿児島･鹿児島 函館･北海道 長野･長野 鈴鹿･三重 近畿大学･三重 有明･福岡

男子 8/18 走幅跳 清水　剛士(5) 7m32 山脇　克海(3) 7m15 鶴身　征也(3) 6m83 吉田　将大(5) 6m80 岩崎　晴也(4) 6m74 菅　　大彰(5) 6m69 薙野　智弥(4) 6m65 山口　主浩(2) 6m47
近畿大学･三重 +3.4 米子･鳥取 +3.7 香川（高松）･香川 +4.7 福島･福島 +3.7 長野･長野 +2.3 鈴鹿･三重 +4.5 呉･広島 +1.2 木更津･千葉 +2.4 

男子 8/19 三段跳 菅　　大彰(5) 14m87 竹内　大晴(4) 14m65 前田　一樹(5) 14m24 中山　大之(3) 13m95 薙野　智弥(4) 13m91 岡﨑　友聖(3) 13m73 水野　登生(2) 13m70 保坂　翔也(2) 13m61
鈴鹿･三重 +1.9 近畿大学･三重 +3.9 長岡･新潟 +2.3 近畿大学･三重 +2.7 呉･広島 +4.3 松江･島根 +2.4 大分･大分 +4.6 鈴鹿･三重 +4.7 

男子 8/19 砲丸投 溝　　真実(4)  13m97 井口　佳祐(4)  13m48 石附　征也(3)  13m09 前門　和道(4)  12m89 川畑　夏唯(2)  12m41 大畑　裕嗣(5)  12m32 浅井惣一郎(2)  11m70 竹中　　司(3)  11m49
(6.000kg) 佐世保･長崎 富山（射水）･富山 富山（射水）･富山 豊田･愛知 近畿大学･三重 松江･島根 ＊* 明石･兵庫 徳山･山口

男子 8/18 円盤投 長井　勁哉(3)  43m44 溝　　真実(4)  42m53 井波　晃希(5)  39m85 杉田　　篤(4)  37m70 小山　礼央(3)  35m81 山澤　　優(1)  35m47 西丸　大貴(5)  35m26 岡　　大五(4)  35m09
(1.750kg) 富山（射水）･富山 佐世保･長崎 富山（射水）･富山 ＊ 鈴鹿･三重 サレジオ･東京 和歌山･和歌山 香川（詫間）･香川 ＊ 香川（高松）･香川 ＊

男子 8/19 やり投 川畑　夏唯(2)  58m59 清水　彬央(2)  55m33 渡邉　勇太(5)  55m10 西村　裕平(5)  54m65 奥田弘太郎(4)  52m68 井戸本朋也(5)  50m77 若木　春二(5)  50m43 清野　雄貴(5)  50m21
(0.800kg) 近畿大学･三重 富山（射水）･富山 富山（射水）･富山 函館･北海道 北九州･福岡 近畿大学･三重 釧路･北海道 長野･長野

女子 8/19 １００ｍ 杉本　有希(4) 12.92 三木原芹奈(1) 13.21 菊田めぐみ(5) 13.39 藤井　風花(4) 13.76 小倉ひかる(2) 13.89 麻生　優衣(2) 13.93 齊木　瑞穂(4) 14.08 安藤　優里(2) 14.30
富山（射水）･富山 -2.6 神戸市立･兵庫 -2.6 有明･福岡 -2.6 大島商船･山口 -2.6 岐阜･岐阜 -2.6 大分･大分 -2.6 群馬･群馬 -2.6 新居浜･愛媛 -2.6 

女子 8/19 ８００ｍ 鶴石　侑子(1)  2:21.14 白川　友理(2)  2:22.13 鶴石　佳也(1)  2:22.74 松井　千佳(2)  2:26.84 中村　優花(3)  2:31.29 佐藤愛里奈(1)  2:32.24 田頭　若奈(2)  2:35.77 澤岡　怜奈(4)  2:37.73
神戸市立･兵庫 弓削商船･愛媛 明石･兵庫 米子･鳥取 久留米･福岡 仙台（名取）･宮城 弓削商船･愛媛 広島商船･広島

女子 8/19 走幅跳 清水　美咲(4) 5m16 小倉ひかる(2) 4m99 部田しづく(1) 4m96 水島 歌織(4) 4m87 丹保　りら(1) 4m81 浅野加奈子(2) 4m76 門田 悠伽(2) 4m74 椎葉　恵子(1) 4m71
徳山･山口 +4.1 岐阜･岐阜 +4.7 松江･島根 +3.2 長野･長野 +3.8 富山（射水）･富山 +2.9 大阪府立大学･大阪 +2.0 高知･高知 +4.7 佐世保･長崎 +2.1 

女子 8/19 砲丸投 植田菜々実(2)  11m81 宮本　佳奈(3)  10m36 川島　茜音(5)  10m23 石塚まりむ(5)   9m83 薮原　有綺(4)   8m85 船山亜由美(3)   8m76 吉川みくる(3)   8m69 角田　美佳(3)   8m68
(4.000kg) 富山（射水）･富山 和歌山･和歌山 有明･福岡 鶴岡･山形 米子･鳥取 一関･岩手 有明･福岡 群馬･群馬

＊：規格外の記録


