
 

 

第４９回全日本大学駅伝東海学連選抜 

 選考レース  

 

 
 

 

 R E S U L T S 
    

 

主  催 ： 東海学生陸上競技連盟  

後  援 ： 半田市・半田市教育委員会 

運営協力 ： 愛知陸上競技協会 

期  日 ： 平成２９年９月２３日（土） 

          場  所 ： 半田市運動公園陸上競技場 

 

                                        大会コード     １７６５１９０１ 

                                        競技場コード     ２２３１４０ 



 第３５回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 東海地区予選会　コード:17650601
 第４９回全日本大学駅伝　東海学連選抜選考レース
主催:東海学生陸上競技連盟
 後援:半田市・半田市教育委員会・読売新聞社
 会場：半田運動公園陸上競技場　コード:223140

グラウンド・コンディション
日付 時刻 天候 気温 湿度 風向風速 場所名

2017年 9月23日 17:00  晴れ 26.3℃ 61％  南南東 0.8m/s 競技場
18:00  晴れ 24.0℃ 60％  北     2.8m/s 競技場
19:00  晴れ 23.0℃ 62％  東     0.2m/s 競技場
20:00  晴れ 22.6℃ 64％  北北西 0.6m/s 競技場

総務                                                         黒須　雅弘・稲垣　裕

審判長                                                       榊原　茂

記録主任                                                     久米　孝延



男子 １００００ｍ 決勝  9月23日 19:30

日本学生記録(CR)　　　27.27.64　　M・モグス　　　　　(山梨学院大)　　2008
東海学生記録(TUR)　　 28.38.2 　　川口　孝志郎　　 　(中京大)　　　　1980

決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  29   13
岸田　裕也 (M1)
ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ

三  重・名古屋大 30:24.67

  2   8   86
塚本　亮司 (2)
ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

愛  知・名古屋大 30:38.13

  3  22   10
國司　寛人 (M2)
ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ

静  岡・名古屋大 30:55.69

  4  21  479
武藤　広樹 (2)
ﾑﾄｳ ﾋﾛｷ

三  重・中京大 31:05.07

  5   6  994
金子　雅也 (4)
ｶﾈｺ ﾏｻﾔ

静  岡・静岡大 31:10.96

  6   9  628
円尾　翔吾 (3)
ﾏﾙｵ ｼｮｳｺﾞ

愛  知・東海学園大 31:16.45

  7  25  478
戸村　将 (2)
ﾄﾑﾗ ｼｮｳ

愛  知・中京大 31:19.93

  8  12  436
海沼　和孝 (3)
ｶｲﾇﾏ ｶｽﾞﾀｶ

新  潟・中京大 31:25.56

  9  20  289
石子　紳之介 (4)
ｲｼｺ ｼﾝﾉｽｹ

愛  知・至学館大 31:27.91

 10  16    5
佐藤　健太郎 (M2)

ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ
愛  知・名古屋大 31:41.99

 11  23  920
細澤　幸輝 (5)
ﾎｿｻﾞﾜ ｺｳｷ

三  重・三重大 31:43.19

 12   4  185
津田　耕平 (4)
ﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ

愛  知・愛知教育大 31:44.58

 13  27  348
日比　友耶 (2)
ﾋﾋﾞ ﾄﾓﾔ

岐  阜・至学館大 32:20.03

 14  10   15
池亀　透 (D2)
ｲｹｶﾞﾒ ﾄｵﾙ

愛  知・名古屋大 32:24.81

 15   7  379
高柳　佳怜 (4)
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾚﾝ

愛  知・中京大 32:28.76

 16  26  635
川瀨　勝寛 (2)
ｶﾜｾ ﾖｼﾑﾈ

愛  知・東海学園大 32:40.10

 17  19  992
田中　耀介 (M2)
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

静  岡・静岡大 32:45.00

 18  28  627
畑添　翔太 (3)
ﾊﾀｿﾞｴ ｼｮｳﾀ

愛  知・東海学園大 32:50.88

 19   5 1169
福岡　崚生 (1)
ﾌｸｵｶ ﾘｮｳｾｲ

愛  知・東海学園大 32:54.19

 20  18  437
曾我　篤暉 (3)
ｿｶﾞ ｼｹﾞｷ

静  岡・中京大 32:56.04

 21  24  198
下地　健介 (3)
ｼﾓｼﾞ ｹﾝｽｹ

愛  知・愛知教育大 33:03.33

 22  11  309
石川　憲幸 (3)
ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾕｷ

愛  知・至学館大 33:12.29

 23  13 1008
織原　海人 (3)
ｵﾘﾊﾗ ｶｲﾄ

静  岡・静岡大 33:18.10

 24   1  325
山本　将平 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

愛  知・至学館大 33:25.55

 25  15 1025
中山　峻弥 (2)
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ

静  岡・静岡大 33:27.78

 26  14  177
曽我　直崇 (M1)
ｿｶﾞ ﾅｵﾀｶ

愛  知・愛知教育大 34:08.02

 27   2  999
露口　陽平 (4)
ﾂﾕｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ

静  岡・静岡大 34:17.73

  3  567
北本　隼 (3)
ｷﾀﾓﾄ ﾊﾔﾄ

愛  知・名城大 DNS

 17  181
舟橋　祐哉 (3)
ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾔ

愛  知・愛知教育大 DNS

凡例（DNS:欠    場）
 第３５回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 東海地区予選会
 第４９回全日本大学駅伝　東海学連選抜選考レース
 会場：半田運動公園陸上競技場

 審 判 長:榊原　茂
 記録主任:久米　孝延
 


