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第72回 国民体育大会秋季大会『陸上競技 競技結果』

種別 種　目 氏　　名 所　属 round 記　録 順位 得点 備考

成年 １００ｍ 齋藤　郁磨 東学大4 予選 10秒63 -0.1 4位

成年 １００ｍ 齋藤　郁磨 東学大4 準決 10秒63 0.5 7位

成年 ４００ｍ 小渕 瑞樹 東海大3 予選 47秒40 2位

成年 ４００ｍ 小渕 瑞樹 東海大3 決勝 48秒25 8位

成年 ８００ｍ 神戸　航輝 大東大2 予選 1分53秒37 5位

成年 １１０ｍＨ 増野　元太 ヤマダ電機 予選 13秒75 0.9 2位

成年 １１０ｍＨ 増野　元太 ヤマダ電機 決勝 13秒47 2.2 1位

成年 走高跳 高山　豊 しきしま倶楽部 決勝 2m05 19位

成年 走幅跳 菅井　洋平 ミズノ 決勝 DNF

成年 円盤投 堤　　雄司 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ 決勝 55m32 2位

少年Ａ ４００ｍ 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ 前橋育英3 予選 47秒62 PB 1位

少年Ａ ４００ｍ 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ 前橋育英3 準決 47秒06 PB 1位

少年Ａ ４００ｍ 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ 前橋育英3 決勝 47秒79 5位

少年Ａ ５０００ｍ 千明龍之佑 農大二3 決勝 14分12秒21 8位

少年Ａ ４００ｍＨ 白尾　悠祐 農大二3 予選 51秒96 1位

少年Ａ ４００ｍＨ 白尾　悠祐 農大二3 決勝 50秒86 1位

少年Ａ 棒高跳 三輪　凌太 樹徳高校3 決勝 4m60 12位

少年Ａ 走幅跳 津藤　広夢 農大二2 決勝 7m42 0.4 2位

少年Ａ ハンマー投 佐藤　大輔 中之条3 決勝 58m76 PB 9位

少年Ｂ １００ｍ 鈴木　宥翔 共愛学園1 予選 11秒09 -0.6 4位

少年Ｂ ３０００ｍ 北村　　光 樹徳高校1 予選 8分23秒85 PB 6位

少年Ｂ ３０００ｍ 北村　　光 樹徳高校1 決勝 8分37秒21 6位

少年Ｂ 走幅跳 中島　晴輝 市立太田1 決勝 6m68 1.6 16位

丸山　脩太 前橋育英3 予選 1分56秒11 6位

少年共通 円盤投 篠崎　亮介 前橋育英3 決勝 44m17 12位

成少共通400mR

鈴木　宏明 登利平
予選 40秒41 3位

齋藤　郁磨 東学大4

細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ 前橋育英3
準決 40秒04 県新

記録
6位

鈴木　宥翔 共愛学園1
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平成29年10月6日（金）～10日（火）

松山市　愛媛県総合運動公園陸上競技場

        (ニンジニアスタジアム)

種別 種　目 氏　　名 所　属 round 記　録 順位 得点 備考

成年 １００ｍ 岩田　優奈 中央大学2 予選 12秒42 0.0 7位

成年 ４００ｍ 岩田　優奈 中央大学2 予選 55秒07 1位

成年 ４００ｍ 岩田　優奈 中央大学2 決勝 54秒16 2位

成年 ５０００ｍ 西原　加純 ヤマダ電機 決勝 15分39秒88 4位

成年 １００ｍＨ 桐山　智衣 ヤマダ電機 予選 14秒13 -0.1 6位

成年 ５０００W 外所　知沙 同志社大 決勝 22分52秒72 7位

成年 棒高跳 諸田　実咲 中央大学1 決勝 3m60 12位

少年Ａ １００ｍ 奥村　ユリ 共愛学園3 予選 12秒28 -0.3 2位

少年Ａ ４００ｍ 奥村　ユリ 共愛学園3 準決 DNS

少年Ａ ４００ｍ 奥村　ユリ 共愛学園3 予選 54秒29 PB 1位

少年Ａ ４００ｍ 奥村　ユリ 共愛学園3 準決 54秒75 1位

少年Ａ ４００ｍ 奥村　ユリ 共愛学園3 決勝 54秒11 PB 2位

少年Ａ ３０００ｍ 林　英麻 健大高崎3 決勝 9分03秒37 8位

少年Ｂ １００ｍ 中條　結月 千代田中3 予選 12秒50 0.2 5位

5m26 -0.3

少年Ｂ １００ｍ 中條　結月 千代田中3 準決 12秒62

4位

-0.5 7位

少年Ｂ 走幅跳 中里　百音 渋川北中3 決勝

46秒55

20位

少年共通 棒高跳 岡本　風香 前橋育英2 決勝 3m75

4位
中條　結月 千代田中3

奥村　ユリ 共愛学園3
準決 46秒58 8位

岩田　優奈 中央大学2

◇総合成績

成少共通400mR

桐山　智衣 ヤマダ電機
予選

ご声援ありがとうございました！

皇后杯総合得点 37.0点 13
天皇杯総合得点 76.0点 9

男子総合得点(参考) 35.0点 9


