
秩父宮賜杯 第５０回 実業団・学生対抗陸上競技大会 <<決勝記録一覧>>
【開催日】平成２２年10月１６日(土) 【主　催】(社)日本学生陸上競技連合・日本実業団陸上競技連合 【協　賛】ミズノ株式会社 審 判 長； 吉　田　秀　志(ﾄﾗｯｸ)

【後　援】文部科学省・厚生労働省・(財)日本陸上競技連盟･神奈川県･神奈川県教育委員会・小田原市･小田原市教育委員会 相　原　　洋　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)
(NR：日本新,GR:大会新,=NR：日本ﾀｲ,=GR:大会ﾀｲ) 【運営協力】神奈川陸上競技協会・関東学生陸上競技連盟・東日本実業団陸上競技連盟 【場　所】 小田原市城山陸上競技場 記録主任： 高　橋　　靖
性別  種  目 風向

区分 月/日 (ﾗﾝｸ) 風力  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属　　　　　　　　記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録  氏名／所属 記  録 

10/16   100m +0.7 草野　誓也 10.44 川面　聡大 10.45 木村　慎太郎 10.48 宮崎　久 10.51 佐藤　真太郎 10.60 安孫子　充裕 10.68 --- --- 

順大･学　生 中大･学　生 ｱｼｯｸｽ･実業団 大倉山藍田学舎･実業団 大東文化大職･実業団 筑波大･学　生

男子 10/16   400m 高瀬　慧 46.49 廣瀨　英行 46.80 浦野　晃弘 47.04 山口　有希 47.22 堀籠　佳宏 47.87 佐々木　雄大 47.91 --- --- 

順大･学　生 慶大･学　生 早大･学　生 大阪ｶﾞｽ･実業団 富士通･実業団 日本ﾗﾝﾆﾝｸﾞ機講･実業団

10/16   800m 牧野　康博 1:48.86 中村　康宏 1:49.11 宮崎　輝 1:49.75 堤　　大樹 1:50.38 鷹見　聡 1:50.57 粟津　良介 1:52.04 --- --- 

順大･学　生 筑波大･学　生 自衛隊体育学校･実業団 自衛隊体育学校･実業団 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾙﾈｻﾝｽ･実業団 明大･学　生

10/16   110mH -0.2 大橋　祐二 13.81 古川　裕太郎 13.91 大室　秀樹 13.97 日野　勇輝 14.15 ﾓｰｾﾞｽ夢 14.16 森田　俊一 14.38 内藤　真人 13.88 飯田　将之 14.11

(1.067m) ﾐｽﾞﾉ･実業団 小島ﾌﾟﾚｽ･実業団 筑波大･学　生 早大･学　生 ﾐｷﾊｳｽ･実業団 順大･学　生 ﾐｽﾞﾉ･ｵｰﾌﾟﾝ 名古屋高教･ｵｰﾌﾟﾝ

10/16   400mH 杉町　ﾏﾊｳ 49.23 記野　友晴 50.44 秋本　真吾 50.45 矢野　秀樹 51.03 小西　勇太 51.53 水野　龍彦 51.54 井原　直樹 51.42 --- 

(0.914m) 日本ｳｴﾙﾈｽ･実業団 GR 福岡大･学　生 ｱﾑｽﾞｾﾞｻﾞｲﾝ･実業団 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC･実業団 立命大･学　生 日体大･学　生 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ

10/16 100+ 学生 1:50.12 実業団 1:50.63 --- --- --- --- --- --- 

 200m+  川面　聡大 =GR  木村　慎太郎

 300m+  安孫子　充裕  宮崎　久

 400m  浦野　晃弘  堀籠　佳宏

 廣瀨　英行  山口　有希

10/16 棒高跳 荻田　広樹 5.20 川口　直哉 5.15 田中　充 5.10 永田　純也 5.00 --- --- --- --- 

ﾓﾘﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ･実業団 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ･実業団 群大･学　生 順大･学　生

10/16 走幅跳 菅井　洋平 7.75 +0.8 小川　恭輔 7.59 +1.9 品田　直宏 7.48 +1.2 宮岸　暖 7.47 +0.8 新村　守 7.41 +1.1 佐々木　秀 7.20 +3.0 --- --- 

ﾐｽﾞﾉ･実業団 関大･学　生 濃飛倉庫運輸･実業団 慶大･学　生 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC･実業団 東北福大･学　生

10/16 円盤投 畑山　茂雄 56.99 小林　志郎 54.00 堤　　雄司 53.40 宮内　優 51.27 小野　真弘 49.16 犬伏　拓巳 48.00 --- --- 

(2.000kg) ｾﾞﾝﾘﾝ･実業団 新潟日報社･実業団 国士大･学　生 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ･実業団 筑波大･学　生 日大･学　生

10/16 やり投 ﾃﾞｨｰﾝ元気 74.79 荒井　謙 73.41 奥村　浩司 71.70 山本　一喜 71.55 榊原　遼作 68.50 佐藤　寛大 67.35 --- --- 

(0.800kg) 早大･学　生 七十七銀行･実業団 大野高教･実業団 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ･実業団 東海大･学　生 仙台大･学　生

10/16 走高跳 高張　広海 2.20 衛藤　昴 2.11 舟瀬　勇太 2.11 久保田　聡 2.11 尾又　平朗 2.11 赤井　裕明 2.08 --- --- 

特別 日立ICT･実業団 鈴鹿高専･学　生 中京大･学　生 ﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ･実業団 東海大･学　生 霧が丘高教･実業団

種目 10/16 三段跳 岡部　優真 16.23 -0.8 長谷川　大悟 15.84 +-0 山本　雄介 15.51 -0.2 梶川　洋平 15.34 +0.2 石川　和義 15.33 +0.2 林　　武彦 15.25 +-0 --- --- 

男子 福岡大･学　生 東海大･学　生 小島ﾌﾟﾚｽ･実業団 M&K･実業団 ｽﾎﾟｰﾂ振興財団･実業団 日本橋学大･学　生

10/16 ﾊﾝﾏｰ投 土井　宏昭 67.51 野口　裕史 66.61 田中　透 62.65 中平　圭祐 60.49 赤穂　弘樹 58.18 藤田　健祐 50.74 --- --- 

(7.260kg) 土井せんべい･実業団 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞ･実業団 鹿屋体大･学　生 鹿屋体大･学　生 大体大･学　生 国士舘大教･実業団

10/16   100m -1.4 北風　沙織 11.93 石田　智子 11.97 渡辺　真弓 12.04 前川　奈央 12.11 伴野　里緒 12.24 永野　麻理 12.37 --- --- 

北海道ﾊｲﾃｸAC･実業団 長谷川体育施設･実業団 ﾅﾁｭﾘﾙ･実業団 都留文大･学　生 都留文大･学　生 鹿児島大･学　生

女子 10/16   400m 千葉　麻美 53.32 佐藤　真有 54.30 田中　千智 54.73 齋　　ともみ 55.42 池田　有希 55.58 新宮　美歩 56.34 --- --- 

ﾅﾁｭﾘﾙ･実業団 GR ﾅﾁｭﾘﾙ･実業団 福岡大･学　生 七十七銀行･実業団 青学大･学　生 東大阪大･学　生

10/16   800m 吉澤　彩夏 2:07.33 野村　友香里 2:08.58 新宮　美歩 2:09.93 品田　貴恵子 2:10.37 鈴木　真奈美 2:10.57 田阪　亜樹 2:10.89 --- --- 

日体大･学　生 中 大･学　生 東大阪大･学　生 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC･実業団 山形大小白川職･実業団 天満屋･実業団
10/16   100mH -0.4 石野　真美 13.54 野村　有香 13.65 伊藤　愛里 13.67 木村　文子 13.72 柴　　梨沙 13.81 上田　美鈴 14.33 --- --- 

(0.840m) 長谷川体育施設･実業団 中郷小教･実業団 関大･学　生 横国大･学　生 SMS-AC･実業団 青学大･学　生

10/16   400mH 野村　有香 56.96 青木　沙弥佳 56.99 田子　雅 57.86 三木　汐莉 59.22 千葉　緑 59.24 若林　愛 59.62 浅岡　加世子 1:00.05 --- 

(0.762m) 中郷小教･実業団 ﾅﾁｭﾘﾙ･実業団 中大･学　生 東大阪大･学　生 福島大･学　生 住友電工･実業団 ﾄﾖﾀ自動車･ｵｰﾌﾟﾝ

10/16 100+ 実業団 2:06.64 学生 2:13.38 --- --- --- --- --- --- 

 200m+  北風　沙織  前川　奈央

 300m+  渡辺　真弓  伴野　里緒

 400m  佐藤　真有  田子　雅

 千葉　麻美  田中　千智

10/16 走高跳 三村　有希 1.79 藤澤　潔香 1.76 福本　幸 1.76 松本　真由子 1.65 京谷　萌子 1.65 --- --- --- 

関大･学　生 鎌ヶ谷みちる幼教･実業団 甲南大職･実業団 関西大･学　生 北教大･学　生

10/16 三段跳 吉田　文代 12.96 +1.6 三澤　涼子 12.95 +-0 山根　愛以 12.77 +-0 佐藤　有香 12.66 -0.9 竹田　小百合 12.56 +-0 中尾　有沙 12.18 +-0 --- --- 

成田空港･実業団 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞﾔﾏﾄﾔ･実業団 関大･学　生 ｱｰﾄ厨房･実業団 北教大･学　生 熊本大･学　生

10/16 砲丸投 白井　裕紀子 14.92 針谷　瑠里 14.48 大谷　優貴乃 14.34 茂山　千尋 13.89 横溝　千明 13.64 神保　恵理 13.43 --- --- 

(4.000kg) 滋賀草津養護学教･実業団 ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ･実業団 国士大･学　生 国士大･学　生 こまい･実業団 早大･学　生

10/16 ﾊﾝﾏｰ投 綾　　真澄 62.10 野田　奈央 58.69 山城　美貴 51.93 小野　祥子 51.62 田中　友美 50.40 加藤　晴香 49.12 --- --- 

(4.000kg) 丸善工業･実業団 熱田高定時制教･実業団 九州共立大職･実業団 中京大･学　生 九情大･学　生 中京大･学　生

10/16 走幅跳 中野　瞳 6.15 +2.1 濱島　陽子 5.96 +1.8 髙武　華子 5.95 +-0 本多　綾 5.87 +0.7 三澤　涼子 5.82 +1.2 田村　初花 5.79 +1.1 --- --- 

特別 筑波大･学　生 ﾊﾟﾃｯｸｻﾌﾟﾗｲ･実業団 福岡大･学　生 順大･学　生 ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞﾔﾏﾄﾔ･実業団 住友電工･実業団

種目 10/16 円盤投 江島　成美 51.04 髙橋　亜弓 50.62 敷本　愛 49.91 徳岡　沙織 46.53 鈴木　鶴代 46.30 日下　望美 45.23 --- --- 

女子 (1.000kg) 三好市立南中教･実業団 筑波大･学　生 ｱｰﾍﾞﾝﾄ東向島･実業団 中京大･学　生 瀧水寺･実業団 筑波大･学　生

10/16 やり投 宮本　紀澄 51.53 宮下　梨沙 51.43 吉田　恵美可 50.47 的場　葉瑠香 49.88 右代　織江 48.31 助永　仁美 43.66 --- --- 

(0.600kg) 日体大･学　生 大阪薫英女学院教･実業団 大阪ｶﾞｽ･実業団 第五中教･実業団 国士大･学　生 大体大･学　生

1 位 2 位

男子 実業団 学　 生 最優秀選手 実業団・日本ｳｪﾙﾈｽ 最優秀選手 千葉　麻美 実業団・ﾅﾁｭﾘﾙ

女子 実業団 学　 生 敢闘選手 学生・福岡大 敢闘選手 野村　有香 実業団・中郷小教

合計 実業団 学　 生 最優秀新人選手 学生・早大 最優秀新人選手 江島　成美 実業団・三好市立南中教

　実業団 内閣総理大臣杯 　実業団 文部科学大臣杯　　　実業団 厚生労働大臣杯　　　　実業団

1 位 2 位 3 位 4 位 6 位 ｵｰﾌﾟﾝ ｵｰﾌﾟﾝ

女
子

5 位

杉町　ﾏﾊｳ

岡部　優真

ﾃﾞｨｰﾝ元気

総合得点 117点 80点

総合得点 219点 173点

個
人
賞

秩父宮賜杯杯の授与

男
子

対
抗

総合得点 102点 93点


