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第23回ユニバーシアード競技大会イズミール2005
陸 上 競 技 報 告

監督　尾縣　貢

（本連合強化委員長）

１．選手選考の経過と本大会の強化策

“戦えるチーム”編成に重点を置き、７月１～３日開催の日本学生陸上競技対校選手権大会（日本イ

ンカレ）に出場した現役大学生・大学院生から選手選考を行った。ただし、ハーフマラソンについては

選考会（３月の男女日本学生ハーフマラソン選手権大会）が前年度に開催されたために卒業・修了１年

目までの者を対象として認めることにした。競歩種目に関しては、日本インカレの結果以外にも道路

20km（輪島大会）の記録も参考にして選考を行った。

大会前には、事前にコーチ、トレーナーと選手の間で、障害やトレーニングに関する調査、話し合い

を持ち、コンディショニングに役立てるようにした。また、長距離、ハーフマラソンのメンバーを除い

て、出国前の８月６～８日の３日間、順天堂大学にて合宿を実施した。

２．現地でのコンディションニング

選手村は、生活をする上では何の不満もなかったが、競技会前のコンディションづくりには不適であ

った。街まで遠く、またテロの危険性から外出を控えたために、日常の活動量が極端に減った。また、

選手村が斜面に造成されたせいで、村内の移動もバスに頼り、不活発な生活に拍車をかけた。このよう

に日本における生活スタイルと大きくかけ離れ、心身の状態を競技会モードにつくりあげていくことが

難しかった。

こういった環境のなかにおいても、うまく息抜きをしてリラックスした状態を保つとともに、トレー

ニングにおいて適切な刺激を作り出せた者は、競技会で自分の持てる力を十分に発揮できたと言える。

どんな状況下におかれても、心身のコンディショニングを確実に進めていく能力が国際大会で活躍をす

るためには求められる。
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３．各種目の試合経過と戦評

１日目 最初の決勝種目である女子10000mには佐藤絵理が出場した。最初の１周は87秒の超スローペ

ース。２周目以降、ペースは幾分上がるが、それでもスロー。1000mは３分34秒。完全に勝負に徹した

展開となった。5000mの通過は、17分44秒。佐藤は、作戦通り、ここで先頭に立ち一気にペースを上げ

た。ウガンダのジェサング、ニュージーランドのデービスが離れ、続いて中国の陳も戦線から離脱した。

そこからは佐藤の一人旅であった。佐藤が日本に幸先の良い金メダルをもたらした。

２日目 ８時に男子20km競歩スタート。出場は22名。この中にはヘルシンキ３位のモリナ（スペイン）

もいた。スタート直後からロシアの選手が先頭に立ちレースを引っ張った。10kmで７名、12kmで６名

と徐々に集団が小さくなっていき、16kmでは４名になった。残り１周あたりで力のあるモリナが一気

にスパート。２位のメキシコの選手がファウルを３つ犯し失格となり、森岡が繰り上がり銅メダル獲得

した。

３日目 男子400m決勝には山口有希が進出した。彼は、春先に肉離れを起こし、世界選手権出場を断

念し、ユニバーシアード１本にかけた。スタートを切り、いつものように省エネ走法で200mを通過し

た。軽快なリズムでコーナーを駆け抜け300m地点に到達。先頭を争っている。後半の強い外国人選手

の中でも一歩もひけをとらない。２位か、と思ったとたん、ジャマイカのエソロが、４位ぐらいから一

気に先頭に躍り出た。見事銅メダル！

４日目 男子200m決勝４レーンは高平慎士が登場した。６レーンの前回大会優勝の南アフリカのイグ

ナシスが目標である。高平は、スタートから快調に飛ばすが、直線に出たあたりではイグナシスに続い

て２位であった。ここから追いかけるが、差は縮まらず、２位でゴールした。

６日目 ハーフマラソンは男子が８時スタート、女子は８時10分のスタートであった。男子は、田上貴

之、熊本剛、保科光作、丸山敬三の４名のエントリー。出場者は35名であった。スタジアム横の20KM

地点に最初に現れたのは日本の田上とケニアの選手であった。そこから数十m遅れて保科の姿があった。

そしてスタジアム入り口では、田上がケニアの選手の前に出た。そのままスタジアムに消えていく姿を

見守りながら金を祈った。しかしながら、ゴール前にかわされ、２位に終わったのであった。金は逃し

たものの、銀メダルは立派。続いて保科が４位、熊本が６位、丸山が13位でゴール。日本チーム大健闘

である！

女子も20KM地点では、韓国の李に木崎良子が続く展開。そのままの状態で、スタジアムにもつれこ

み、そのまま李に逃げ切られ、男子に続く銀メダル獲得。「暑さは気にならなかった。15KMでペース

が上がり、苦しかった」という木崎の弁。寺田恵も頑張って６位でゴールした。

午後は期待の男子400mハードル決勝が行われた。順調に予選、準決勝を勝ち抜いてきた成迫健児、

小池崇之が出場した。成迫４レーン、小池６レーン。スタートから猛然と成迫が飛ばす。１台目からト

ップにたち、あとはその差を広げていく。６台目を越え、14歩への切り替えもうまくいった。直線に出

た頃には勝負があった。一位でゴール。一方、小池は、前半から堅実に14歩のリズムを刻んでおり、安

定していた。成迫から遅れはとっているものの、よいポジションをキープし、最後の直線にさしかかっ

た頃には３～４番手。ここから粘りに粘ってゴール前の混戦を迎え、競り勝って２位となった。金銀独
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占である！　成迫の金もさることながら、小池の終盤の粘りに拍手である。

日本期待の男子400mRのオーダーは、予選と同じ、北村和也、相川誠也、南雅也、高平慎士。１走

北村はコーナリングも良く、相川へのパスもうまくいった。100m７位の相川は快調な走りを示した。

南へのバトンワークもうまくいった。ここでは２、３番手につけていた。南は、快調にピッチを刻むが

大勢は変わらず。アンカー高平に渡ったときには、イタリアがトップに立っていた。高平が追走するも

のの、その差があまり縮まらず２位でゴール。嬉しさと少しの悔しさの入り混じった銀メダルであった。

続く1600mRのオーダーは、太田和憲、堀籠佳宏、山口有希、成迫健児である。ライバルは、総合力

のロシアと400mの1,2位を擁するキューバとスタート前には予想した。日本は太田がまずまずの順位で

パスをし、堀籠、山口でトップに出て、成迫が僅差で逃げ切るという青写真を描いた。号砲とともに、

太田が前半から飛び出す。しかし後半少し疲れて３～４位あたりでパス。堀籠は、直線に出るまでの

100mで前をかわして２位に躍り出る。先頭はポーランド。ここからじりじりと差を詰めていったが、

３～４mの差を残して山口にパス。山口も軽快にポーランドを追い、その差はわずかに縮まったが、成

迫が逆転をするには微妙な距離であった。成迫が最初から飛ばすが、ポーランドのアンカーもなかなか

の強者。その差は縮まらず２位でゴール。思いがけない敵にやられたという感があった。しかし、タイ

ムは３分02秒20でバッファローでのユニバーアシードで樹立された混成チーム学生記録を0.01秒破る好

記録であった。

５．おわりに

７月初旬に開催された日本インターカレッジにおいて選手選考をした後、本大会のスタッフに「今大

会のメンバーは、前回、前々回のチームに比べても決して高いとは言えない。結果を残すのには、

100％の力を引き出す必要がある」という趣旨の話しをした。そして、士気を高めるつもりで、目標を

メダル５個と高めに設定した。しかし結果は、その目標を大きく上回り、金２個、銀６個、銅２個とい

う、これまで最高のものであった。これは、選手たちが自覚を持って、着々とコンディションニングを

整え、そして気遅れすることなく競技した結果である。その陰には、少しでも良いトレーニング環境を

整え、競技前には最高の心身の状態に作り上げようと努力してくれたコーチ、トレーナーの献身的な努

力がある。それとともに、確実に学生の自力がついたことを感じる。澤木啓祐氏が日本陸連強化委員長

に就任後、アンダー23という新たな枠組みが作られ、日本陸上競技連盟と日本学生陸上競技連合の連携

のもとジュニアからシニアへの一貫した強化がなされてきた。海外転戦、海外での合宿、外国人コーチ

の招聘などを積極的に行ってきた成果が着実に現れてきたと言える。

最後に、戦える環境を作っていただいたJOC、JUSBのスタッフの方々には、心から御礼申し上げたい。
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第23回ユニバーシアード競技大会　陸上競技代表役員・選手

役員

選手

［男子］ ［女子］

役職 氏名 勤務先 出身大学

監 督 尾 縣 　 貢 筑波大学 筑波大学・筑波大学院

総 務 山 下 　 誠 玉川大学 筑波大学・筑波大学院

コ ー チ 石 井 隆 士 日本体育大学 日本体育大学

コ ー チ 原 田 康 弘（株）クレーマージャパン 日本体育大学

コ ー チ 大 崎 　 栄 東海大学 東海大学

コ ー チ 鯉川なつえ 順天堂大学 順天堂大学・順大院

コ ー チ 今 村 文 男 富士通（株） 東洋大学・順大院

トレーナー 大 山 圭 悟 筑波大学 筑波大学・筑波大学院

トレーナー 真 鍋 芳 明 国際武道大学 筑波大学・筑波大学院

トレーナー 村田亜由美（有）リニアート 東海大学

氏　名 種　目 所　属

高 平 慎 士 短 距 離 順天堂大学

相 川 誠 也 短 距 離 早稲田大学

若 崎 健 太 短 距 離 日本大学

北村 和也 短 距 離 早稲田大学

南　 雅也 短 距 離 順天堂大学

山 口 有 希 短 距 離 東海大学

堀 籠 佳 宏 短 距 離 日本体育大学

太 田 和 憲 短 距 離 東海大学

成 迫 健 児 障 害 筑波大学

小 池 崇 之 障 害 順天堂大学

下 平 芳 弘 中 距 離 早稲田大学

村 上 康 則 中 距 離 順天堂大学

佐 藤 悠 基 長 距 離 東海大学

伊 達 秀 晃 長 距 離 東海大学

森岡紘一朗 競 歩 順天堂大学

志 鎌 秀 昭 跳 躍 筑波大学

山 本 一 喜 投 擲 中央大学

田 上 貴 之 ハーフマラソン 城西大学

丸 山 敬 三 ハーフマラソン 東海大学

保 科 光 作 ハーフマラソン 日本体育大学

熊 本 　 剛 ハーフマラソン 日本体育大学

氏　名 種　目 所　属

丹 野 麻 美 短 距 離 福島大学

桜 井 里 佳 障 害 福岡大学

中尾 真理子 長 距 離 名城大学

佐藤 絵理 長 距 離 名城大学

小河内由紀 長 距 離 城西大学

桝見咲智子 跳 躍 福岡大学

中 野 美 沙 投 擲 筑波大学

木 崎 良 子 ハーフマラソン 佛教大学

寺 田 　 恵 ハーフマラソン 関西学院大学
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第23回ユニバーシアード競技大会日本代表選手
成　績　一　覧　表

種　目 氏　名 所　　属 予選 準　決　勝 決　　勝

［男　子］100m 相川誠也 早稲田大学 1次　①10秒48通過

2次　①10秒50通過

②10秒66通過 ⑦10秒63

岩崎健太 日本大学 1次　②10秒63通過

2次　④10秒57落選

200m 高平慎士 順天堂大学 1次　①21秒21通過

2次　②20秒86通過

②20秒77通過 ②20秒93

南　雅也 順天堂大学 1次　②21秒41通過

2次　④21秒33通過

⑧21秒42落選

400m 山口有希 東海大学 1次　②47秒63通過 ①46秒50通過 ③46秒15

太田和憲 東海大学 1次　③46秒98通過 ⑥47秒69落選

800m 下平芳弘 早稲田大学 ③1分51秒28落選

1500m 村上康則 順天堂大学 ⑦3分46秒27落選

5000m 佐藤悠基 東海大学 ⑦13分57秒35

村上康則 順天堂大学 ⑱14分41秒48

10000m 佐藤悠基 東海大学 ④28分43秒46

伊達秀晃 東海大学 ⑤29分09秒80

ハーフマラソン 田上貴之 城西大学 ②1時間03分48秒

保科光作 日本体育大学 ④1時間03分59秒

熊本　剛 日本体育大学 ⑤1時間04分35秒

丸山敬三 東海大学 ⑪1時間05分36秒

400mH 成迫健児 筑波大学 ②50秒32通過 ①49秒65通過 ①48秒96

小池崇之 順天堂大学 ①50秒70通過 ②50秒38通過 ②49秒75

4×100mR 〈１走〉北村和也 早稲田大学 ①39秒99通過 ②39秒29

〈２走〉相川誠也 早稲田大学

〈３走〉南　雅也 順天堂大学

〈４走〉高平慎士 順天堂大学

4×400mR 〈１走〉太田和憲 東海大学 ②3分05秒02通過 ②3分03秒20

〈２走〉堀籠佳宏 日本体育大学 日本学生新

〈３走〉山口有希 東海大学

〈４走〉成迫健児 筑波大学

20km競歩 森岡紘一朗 順天堂大学 ③1時間25分18秒

走幅跳 志鎌秀昭 筑波大学 ⑧7m43落選

やり投 山本一喜 中央大学 ⑧70m29落選

［女　子］400m 丹野麻美 福島大学 ①53m63通過 ②53m23通過 ④52m91

5000m 中尾真理子 名城大学 ⑧16分21秒96

小河内由紀 城西大学 ⑪16分59秒30

10000m 佐藤絵理 名城大学 ①34分12秒06

ハーフマラソン
木　良子 佛教大学 ②1時間14分34秒

寺田　恵 関西学院大学 ⑥1時間15分23秒

400mH 桜井里佳 福岡大学 ⑥59秒62落選

走幅跳 桝見咲智子 福岡大学 ⑫6m00落選

やり投 中野美沙 筑波大学 ⑨52m48
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2005全日本学生陸上競技チャンピオンシップ
〈平成17年９月10日（土）・11日（日） 於：平塚市総合公園平塚競技場〉

主　　催　　　社団法人　日本学生陸上競技連合

運営協力　　　関東学生陸上競技連盟

神奈川陸上競技協会

協　　賛　　　ミズノ株式会社

協　　力　　　シチズン時計株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

大塚製薬株式会社

本大会は、「全日本学生陸上競技チャンピオンシップ」として新たに出発しました（昨年

まで行われた日本学生陸上競技ジュニア選手権大会から、日本インカレ入賞者は該当種目に

出場する事が出来ないという項目を撤廃）、男子492名、女子453名、合計945名とジュニア選

手権大会を上回るエントリー人数となりました。

天候にも恵まれ、多くの種目で昨年の記録を上回る成果を上げることが出来ました。

また、大会期間中に栄章授与式を行い、ユニバーシアード競技大会、世界選手権大会で優

秀な成績をおさめた学生を表彰しました。

グラウンド・コンディション
1日目

2日目

時間
10：30
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00
18：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00

時間
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00

天候
晴
晴
晴
曇
曇
曇

温度
30℃
30.5℃
30℃
29.5℃
28℃
28℃

湿度
65％
65％
62％
69％
77％
76％

風向
南南西
南南東
南南東
南南東
南東
南

場　　所
平塚市総合公園平塚競技場

天候
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴
晴

温度
31℃
31℃
30℃
30℃
30℃
29℃
28℃
27℃
26℃
29℃
30℃
31℃
31℃
29℃

湿度
60％
60％
65％
65％
65％
71％
70％
77％
84％
68％
65％
65％
65％
71％

風向
南東
南南東
南
南

南南東
南

南南西
南南東
南南東
南南東
南東
南南東
南東
南

場　　所
平塚市総合公園平塚競技場

東海大学湘南校舎

風速
1.2m/s
1.4m/s
1.8m/s
1.2m/s
0.8m/s
2.1m/s

風速
1.9m/s
2.4m/s
2.4m/s
2.6m/s
1.8m/s
1.8m/s
2.4m/s
1.4m/s
1.1m/s
0.2m/s
0.2m/s
1m/s
0.5m/s
1m/s
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種目 位 1 2 3 4 5 6 7 8

100m

（－2.4）

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
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
氏名
所属
記録
氏名
所属
記録

奥野裕嗣 村木毅行 石黒遼人 長谷川充 小野裕太 村上一博 堤　雄一 永吉真也
法大 東海大 中京大 筑波大 九情大 国士大 近大 岐阜経大
10"81 10"85 10"85 10"90 10"91 10"96 11"01 11"05
長谷川充 野田浩之 渡邉隼人 太田和憲 長野　誠 永吉真也 田岡洋和 松本一輝
筑波大 早大 松山大 東海大 慶大 岐阜経大 国士大 東海大
20"89 20"93 21"15 21"19 21"23 21"28 21"46 21"51
内記正裕 岸田博樹 佐々木雄大 越塚康成 馬越航平 深尾真澄 黍野貴大 荒川勇希
立命大 近大 東海大 日体大 日大 東海大 広修道大 筑波大
46"97 47"62 47"66 47"94 48"32 48"34 48"35 48"91
沼田拓也 田口裕之 口野武史 嶋田忠幸 山口恭平 小澤幸平 木田智士 福田　渉
福島大 中大 日体大 筑波大 筑波大 岡山大 立命大 千商大
1'51"25 1'51"68 1'53"88 1'53"91 1'53"92 1'54"08 1'54"21 1'54"35

安西アルトウ 山口恭平 坂　直哉 沼田拓也 西川耕平 及川秀樹 沼田　望 岡本英也
城西大 筑波大 名城大 福島大 立命大 仙台大 岡山大 京大
3'53"89 3'54"54 3'55"12 3'55"67 3'56"05 3'56"22 3'56"37 3'56"41
松岡悟史 川上泰之 沖田修一 辻本健彦 三浦善晃 濱田翔平 峯尾直光 鈴木康之
龍谷大 高岡法大 高岡法大 大教大 仙台大 九大 玉川大 立大
14'46"15 14'53"33 14'57"19 14'57"63 14'57"92 14'58"04 15'02"11 15'06"89
大橋祐二 青木悠人 野元秀樹 入江幸人 阿部洋文 田村元弘 首藤貴之 岸　　暁
筑波大 早大 福岡大 法大 早大 太成学大 東海大 筑波大
14"02 14"11 14"30 14"43 14"47 14"48 14"49 14"54
斉藤　将 住澤知幸 荒川勇希 秋本真吾 山道修平 田邉　剛 濱田　淳 横原和真
金星大 中京大 筑波大 国武大 筑波大 福岡大 福岡大 鳥取大
50"65 51"01 51"40 51"44 51"55 51"77 51"88 53"34
渡邉裕介 黒坂哲也 下瀬幸男 千葉正章 小玉　巧 中里直之 岡本拓史
高岡法大 山形大 九大 福島大 仙台大 岩手大 神戸大
9'15"04 9'15"79 9'24"74 9'30"43 9'35"43 9'41"37 9'45"71

大内康太郎 大坪鷹人 俣川祐輝 大日向達也 山田尚人 岩下健吾 勝又裕之 貝谷和哉
福井工大 中京大 山梨学大 岩手大 山梨学大 山梨学大 中京大 国武大
47'19"59 47'55"36 48'24"57 49'13"00 50'32"44 50'53"83 51'09"27 51'49"99

冨山拓矢 小俣嘉成 赤井裕明 西川　漠 堀　智嗣 大谷大志 藤澤圭祐 早川周吾
福岡大 仙台大 筑波大 東北大 福岡大 国武大 福岡大 愛教大
2m14 2m11 2m08 2m08 2m08 2m05 2m05 2m05

仲元紀清 品田直宏 三浦　索 寺嶋隆司 山口義紀 新村　守 三國裕二 峯島喬久
福岡大 筑波大 仙台大 法大 国武大 東海大 仙台大 東海大

7m79（＋4.2）7m78（＋3.4）7m75（＋4.0）7m73（＋2.9）7m63（＋3.0）7m52（＋1.7）7m51（＋3.4）7m46（＋3.3）
藤林献明 梶川洋平 竹内敦史 鳥越陽介 銭谷飛鳥 十亀慎也 佐久間康太 加山雄太
鹿屋体大 法大 早大 東海大 筑波大 法大 筑波大 東海大
16m13（＋1.1）15m96（＋1.6）15m93（＋2.1）15m59（＋1.3）15m43（＋3.2）15m37（＋1.4）15m27（＋2.2）15m24（＋2.0）
大橋忠司 小林志郎 福田慎輔 高久保雄介 海老原大輔 對馬慎司 鈴木孝尚 鈴木優之
国士大 国士大 国士大 大体大 茨城大 日体大 大体大 中大
16m40 16m31 15m55 15m22 15m02 14m67 14m57 14m33
小林志郎 秋本啓太 岡先聖太 増渕芳之 大坂祐二 木村潤平 井上喜貴 高梨雄太
国士大 筑波大 早大 筑波大 国士大 東海大 早大 東海大
51m53 51m12 47m45 45m85 45m56 45m28 44m42 43m00
遠藤　彰 吉津　剛 横野哲郎 北浦弘之 安留祐樹 田中　透 豊藏貴英 小田洋一
国武大 鹿屋体大 国武大 中京大 広経大 鹿屋体大 中京大 鹿屋体大
60m35 60m26 60m04 59m13 58m43 56m60 55m70 54m58
石川徹哉 竹迫　寿 中嶋亮太 奥村浩司 和久田隼佑 吉田陽平 広瀬和行 沢津橋恵太
中大 早大 東学大 福井大 国武大 筑波大 仙台大 浜松大
68m56 67m52 67m51 67m22 66m41 66m31 63m88 61m58

200m

（＋2.1）

400m

800m

1500m

5000m

110mH

（－0.9）

400mH

3000mSC

10000mW

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

男子決勝結果一覧

位 1 2 3 4 5 6 6 8

位 1 2 3 4 5 6 7 8

位 1 2 3 4 5 6 6 8 8
今野　匠 渡辺　翔 山田裕司 佐藤　諭 佐々木健太 清水俊吾 柴田圭吾 村野裕一 岩野力也
国士大 国士大 関学大 日体大 中京大 鹿屋体大 中京大 福井工大 日体大
5m05 5m00 5m00 5m00 4m90 4m90 4m90 4m80 4m80
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種目 位 1 2 3 4 5 6 7 8

100m

（－1.5）

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
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
氏名
所属
記録

栗本佳世子 渡辺真弓 植竹万里絵 長島夏子 松田　薫 須田沙織 佐野夢加 田熊千沙子
福島大 福島大 筑波大 福島大 福島大 日体大 都留文大 福岡大
12"14 12"26 12"27 12"31 12"34 12"49 12"56 12"57

植竹万里絵 栗本佳世子 松田　薫 蔵園麻美 鈴木由希子 横撫裕美 堀江真由 坂田多美
筑波大 福島大 福島大 仙台大 甲南大 中京女大 順大 筑波大
24"36 24"45 24"70 24"93 25"08 25"13 25"14 25"31

青木沙弥佳 末吉優子 神田千晶 杉山佳美 金田一菜可 金丸佳世 與儀芽衣
福島大 中大 岡山大 甲南大 福島大 愛教大 横国大
55"57 56"80 56"83 57"04 57"21 57"43 57"53
丹野麻美 西尾千沙 今入由記 大湊　慧 鈴木真奈美 高林美咲 永岡伊織 船津さやか
福島大 東学大 筑波大 筑波大 山形大 中大 京教大 国武大
2'07"31 2'08"32 2'09"39 2'11"30 2'13"68 2'14"04 2'14"20 2'16"85
藤本知佐 今入由記 水口侑子 船津さやか 河村　望 島田貴子 藤内愛都紗 甲斐彩子
筑波大 筑波大 三重大 国武大 横国大 高岡法大 和大 中大
4'32"52 4'33"11 4'39"34 4'39"68 4'41"45 4'41"67 4'41"69 4'42"63
塚原亜紀 渕瀬真寿美 小澤紋子 水口侑子 河村　望 田中真由美 松下綾香 横井美香
龍谷大 龍谷大 筑波大 三重大 横国大 大教大 国士大 高岡法大
16'37"97 16'43"10 16'45"72 16'50"29 17'37"38 18'29"79 18'41"58 18'58"39
熊谷史子 佐藤由紀 一木あずさ 金子紗織 千葉志依 鉄留聖子 箱守真澄 斉藤　梢
福島大 福岡大 日女体大 筑波大 仙台大 福岡大 日体大 仙台大
13"85 13"98 14"01 14"30 14"31 14"37 14"45 14"45

青木沙弥佳 澤田実希 金田一菜可 荻野真実 古賀慶子 片岡弥生 田村真梨子 藤田桃子
福島大 福岡大 福島大 都留文大 福岡大 日女体大 愛教大 中京大
58"58 59"03 60"06 60"90 61"05 61"22 61"43 63"40
福中千裕 中村直子 岩谷さやか
国士大 国士大 皇學館大
47'53"86 54'47"59 54'52"38

金札絵里香 井桁　愛 松本佳江 吉原　礼 南野弥生 森　郁子 具志堅　裕 平澤沙知
中京大 早大 中京大 筑波大 筑波大 龍谷大 名桜大 日体大
3m85 3m80 3m80 3m70 3m60 3m60 3m60 3m50
黒田香織 吉木智美 田中琴絵 宮田知佳 笹原あゆみ 浜島陽子 河内麻里子 横田早紀
関大 鹿屋体大 関大 奈良女大 福島大 鹿屋体大 順大 福岡大

6m19（＋3.0）6m00（＋1.7）5m94（＋1.4）5m91（＋3.5）5m90（＋3.1）5m87（＋1.9）5m85（＋2.7）5m81（＋3.6）
荘　久慧 片山恵実 王　　迪 小川詩織 池田貴代美 鈴鹿陽子 石田由起子 古川百合香
筑波大 兵庫県大 金星大 名城大 日女体大 横国大 中京大 京女大

12m58（＋2.7）12m31（＋1.1）12m20（＋1.6）12m09（＋3.2）11m96（＋2.5）11m86（＋1.7）11m58（＋3.0）11m56（＋1.2）
関　郁子 細川　麻 柴田聡子 山野辺薫 中村隆代 入江麗華 針谷瑠里 吉田みづ妃
日体大 筑波大 福岡大 筑波大 国士大 中京女大 東女体大 国士大
14m37 14m08 13m64 13m57 13m15 12m92 12m88 12m84
敷本　愛 鈴木鶴代 林田真那美 山城美貴 大城利恵 重吉理絵 柴田聡子 佐野梨恵子
国士大 国士大 筑波大 中京大 鹿屋体大 筑波大 福岡大 武庫女大
52m36 47m49 46m42 45m22 42m21 40m40 40m14 39m82

小竹久美子 山城美貴 合澤理恵 池田　愛 近藤麻奈 佐野梨恵子 齋藤　華 久保陽子
中京大 中京大 中京大 中京大 天理大 武庫女大 筑波大 早大
54m71 53m35 50m13 49m97 49m71 47m90 46m28 45m42
中野美沙 海老原有希 畑瀬亜希 谷風夏美 山崎綾子 北村　梓 五十嵐瑞恵 山室絵美
筑波大 国士大 鹿屋体大 鹿屋体大 筑波大 同大 東女体大 富山大
51m02 50m45 48m81 47m89 47m80 45m89 45m32 44m52

200m

（＋1.6）

400m

800m

1500m

5000m

100mH

（－0.7）

400mH

10000mW

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

女子決勝結果一覧

位 1 2 3 4 5 5 7 8 8
前川絵里子 松本明日美 米津　毎 三ツ井咲 持丸加奈子 浦田明奈 沈　　芸 伊藤　優 岩部亜矢乃
日女体大 中京大 順大 大教大 東女体大 中京大 中京女大 大国大 日女体大
1m73 1m73 1m70 1m70 1m65 1m65 1m65 1m65 1m65

位 1 2 3 4 5 6 6 8
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第17回出雲全日本大学選抜駅伝競走
〈平成17年10月10日（月・祝） スタート：出雲大社　ゴール：出雲ドーム〉

主　　催　　　社団法人日本学生陸上競技連合

出雲市

後　　援　　　島根県、島根県教育委員会、（財）島根県体育協会、平田市、斐川町、大社町、フジテレビ

ジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、山陰中央テレビジョン放送、山

陰中央新報社、エフエム山陰

主　　管　　　出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会

運営協力　　　中国四国学生陸上競技連盟、島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会

協　　賛　　　富士通株式会社

特別賛助　　　トヨタ自動車株式会社

賛　　助　　　キリンビバレッジ株式会社、株式会社ベルーナ

期　　日　　　平成17年（2005）10月10日（月・祝）「体育の日」

コース　　　　スタート　島根県大社町出雲大社正面鳥居前（勢溜）

ゴ ー ル　出雲ドーム前

区　　間

１区（8.0km）出雲大社正面鳥居前―――出雲市役所前

２区（5.8km）出雲市役所前――――――斐川直江

３区（8.5km）斐川直江――――――――平田市立図書館前

４区（6.5km）平田市立図書館前――――鳶ケ巣城前

５区（5.0km）鳶ケ巣城前―――――――島根ワイナリー前

６区（10.2km）島根ワイナリー前――――出雲ドーム前

（以上44.0km）

グランド・コンディション

日付 時刻 天候 気候 湿度 風向風速 場所名
2005年10月10日 12:00 晴 22.0℃ 54% 東北東5.1m/s 出雲ドーム

13:00 曇 23.0℃ 48% 東北東3.8m/s 出雲ドーム
13:05 晴 23.0℃ 48% 東北東3.2m/s 出雲ドーム
14:00 晴 23.0℃ 48% 東　　4.3m/s 出雲ドーム
15:00
15:14

晴
晴

23.0℃
22.5℃

52%
50%

東北東3.7m/s
東北東4.5m/s

出雲ドーム
出雲ドーム
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★総合成績表★
大会記録（GR）2：09：49 順天堂大学　第13回（2002.10.08） ◎：区間新記録　★大会新記録

順位
チーム名
通算記録

1 区
（8.0km）

2 区
（5.8km）

3 区
（8.5km）

4 区
（6.5km）

5 区
（5.0km）

6 区
（10.2km）

1
東海大学
２：８：42

杉本　将友
（４）０：23：53
（４）０：23：53

佐藤　悠基
（１）０：40：36
（１）０：16：43

丸山　敬三
（２）１：５：45
（４）０：25：90

宮本　和哉
（２）１：24：15
（６）０：18：30

皆倉　一馬
（２）１：38：45
（１）０：14：30

伊達　秀晃
（１）★２：８：42
（１）０：29：57

2
中央大学
２：９：15

奥田　　実
（８）０：23：56
（８）０：23：56

小林　賢輔
（５）０：40：48
（４）０：16：52

池永　和樹
（５）１：５：51
（３）０：25：30

宮本　竜一
（３）１：24：20
（５）０：18：29

増田　紘之
（３）１：39：14
（９）０：14：54

上野　裕一郎
（２）２：９：15
（２）０：30：10

3
日本体育大学
２：９：33

岩■ 喬也
（12）０：24：10
（12）０：24：10

梅枝　裕吉
（７）０：41：50
（６）０：16：55

保科　光作
（７）１：６：19
（６）０：25：14

熊本　剛
（５）１：24：41
（２）０：18：22

鶴留　雄太
（４）１：39：17
（２）０：14：36

北村　聡
（３）２：９：33
（３）０：30：16

4
駒澤大学
２：９：35

藤山　哲隆
（６）０：23：54
（６）０：23：54

高井　和治
（３）０：40：47
（５）０：16：53

村上　和春
（３）１：５：46
（２）０：24：59

齊藤　弘幸
（１）１：24：80
（２）０：18：22

平野　護
（１）１：38：45
（３）０：14：37

佐藤　慎悟
（４）２：９：35
（６）０：30：50

5
日本大学
２：10：23

土橋　啓太
（３）０：23：52
（３）０：23：52

末吉　　翔
（６）０：40：59
（７）０：17：70

下重　正樹
（８）１：６：26
（８）０：25：27

福井　誠
（６）１：24：49
（４）０：18：23

武者　由幸
（５）１：39：27
（４）０：14：38

ディラング・サイモン
（５）２：10：23
（７）０：30：56

6
第一工業大学
２：11：20

中野　良平
（10）０：23：59
（10）０：23：59

アズジアブデラアジズ
（９）０：41：15
（10）０：17：16

コメンエドウィンキプコエイチ
（１）１：５：45
（１）◎０：24：30

前田　翼
（４）１：24：39
（12）０：18：54

小林　秀寿
（６）１：39：38
（11）０：14：59

吉井　賢
（６）２：11：20
（10）０：31：24

7
京都産業大学
２：11：50

森田　　司
（５）０：23：53
（５）０：23：53

村刺　厚介
（２）０：40：41
（２）０：16：48

井川　重史
（４）１：５：51
（５）０：25：10

大西　毅彦
（８）１：25：30
（14）０：19：12

藤田　昌也
（８）１：39：58
（10）０：14：55

上間　翔太
（７）２：11：50
（８）０：31：70

8
亜細亜大学
２：11：70

岡田　　晃
（９）０：23：57
（９）０：23：57

板倉　克宜
（４）０：40：48
（３）０：16：51

綿引　一貴
（６）１：６：30
（７）０：25：15

吉田　亮太
（７）１：24：57
（12）０：18：54

阿久津　浩之
（７）１：39：56
（11）０：14：59

吾郷　新
（８）２：11：70
（９）０：31：11

9
法政大学
２：11：21

圓井　彰彦
（２）０：23：41
（２）０：23：41

岡田　拓也
（10）０：41：15
（13）０：17：34

原田　誠
（10）１：７：20
（10）０：25：47

山口　航
（11）１：25：43
（９）０：18：41

高嶺　秀仁
（11）１：40：33
（８）０：14：50

田中　宏幸
（９）２：11：21
（５）０：30：48

10
順天堂大学
２：11：53

小野　裕幸
（13）０：24：11
（13）０：24：11

村上　康則
（12）０：41：21
（８）０：17：10

松瀬　元太
（11）１：７：20
（12）０：25：59

板倉　具視
（10）１：25：32
（１）０：18：12

佐藤　秀和
（９）１：40：10
（４）０：14：38

難波　祐樹
（10）２：11：53
（11）０：31：43

11
中央学院大学
２：12：20

木原　真佐人
（７）０：23：56
（７）０：23：56

信田　雄一
（８）０：41：60
（８）０：17：10

杉本　芳規
（９）１：６：56
（11）０：25：50

大内　陽介
（９）１：25：32
（７）０：18：36

江藤　裕也
（10）１：40：12
（６）０：14：40

篠藤　淳
（11）２：12：20
（12）０：31：50

12
神奈川大学
２：12：80

小村　章悟
（18）０：24：38
（18）０：24：38

中山　慎二郎
（14）０：42：80
（12）０：17：30

豊田　崇
（13）１：７：54
（９）０：25：46

森津　翔太
（13）１：26：47
（11）０：18：53

平本　哲也
（13）１：41：30
（７）０：14：43

森脇　佑紀
（12）２：12：80
（４）０：30：38

13
立命館大学
２：13：40

田子　康宏
（11）０：24：80
（11）０：24：80

池田　泰仁
（13）０：41：33
（11）０：17：25

森田　知行
（12）１：７：37
（13）０：26：4

川上　拓哉
（12）１：26：19
（10）０：18：42

稲井　義幸
（12）１：41：23
（14）０：15：40

木澤　創平
（13）２：13：40
（15）０：32：17

14
米国IVYリーグ選抜
２：14：31

ポール モリソン
（１）０：23：36
（１）０：23：36

アラスデアマックイアン－フォーマン
（11）０：41：21
（14）０：17：45

カールドゥセン
（14）１：８：30
（17）０：27：90

パトリックターピー
（14）１：27：80
（８）０：18：38

マイクベアード
（14）１：42：38
（18）０：15：30

ジョッシュオールドウェイ
（14）２：14：31
（13）０：31：53

15
徳山大学
２：15：59

木田　　長
（17）０：24：27
（17）０：24：27

秋澤　潤弥
（18）０：42：24
（16）０：17：57

岡田　京大
（16）１：９：10
（14）０：26：46

東野　恒一
（16）１：28：30
（16）０：19：20

宮原　和也
（15）１：43：32
（13）０：15：20

有田　清一
（15）２：15：59
（16）０：32：27

16
東北学連選抜
２：16：40

荒　　朋裕
（14）０：24：19
（14）０：24：19

大泉　雅史
（15）０：42：17
（17）０：17：58

三浦　雄太
（15）１：９：50
（15）０：26：48

我妻　孝紀
（15）１：28：22
（15）０：19：17

三浦　善晃
（16）１：43：49
（15）０：15：27

ダグラス ワンジャウ
（16）２：16：40
（14）０：32：15

17
北海道学連選抜
２：16：59

河原　伸宏
（16）０：24：27
（16）０：24：27

大橋　祐貴
（16）０：42：18
（15）０：17：51

沼田　恭平
（17）１：９：19
（16）０：27：10

榊原　学
（17）１：28：50
（18）０：19：31

安樂　良太
（17）１：44：17
（15）０：15：27

阪部　友洋
（17）２：16：59
（17）０：32：42

18
中国四国学連選抜
２：19：70

サムエル・ガンガ
（15）０：24：25
（15）０：24：25

高橋　史人
（17）０：42：23
（17）０：17：58

伊藤　正隆
（18）１：10：12
（20）０：27：49

惣明　宏成
（18）１：30：14
（19）０：20：20

正木　彬
（18）１：45：52
（19）０：15：38

二宮　和
（18）２：19：70
（19）０：33：15

19
北信越学連選抜
２：20：59

川上　泰之
（21）０：25：30
（21）０：25：30

渡邉　裕介
（21）０：44：49
（21）０：19：19

古荘　公久
（21）１：13：30
（21）０：28：14

沖田　修一
（21）１：32：31
（17）０：19：28

北川　雄二郎
（21）１：47：59
（17）０：15：28

西塔　欣史
（19）２：20：59
（18）０：33：00

20
中京大学
２：21：40

原田　恵輔
（19）０：25：12
（19）０：25：12

勝又　　翼
（20）０：43：38
（20）０：18：26

坂井　俊介
（20）１：11：22
（19）０：27：44

青木　晶
（20）１：31：46
（20）０：20：24

山川　達也
（20）１：47：44
（20）０：15：58

鈴木　暁之
（20）２：21：40
（20）０：33：20

21
鹿屋体育大学
２：21：25

伊藤　文彦
（20）０：25：17
（20）０：25：17

矢花　之宏
（19）０：43：30
（19）０：18：13

柳　昌光
（19）１：10：44
（18）０：27：14

橋本　孝寛
（19）１：31：90
（21）０：20：25

神田　裕章
（19）１：47：40
（21）０：16：31

藤田　昇
（21）２：21：25
（21）０：33：45
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■■秩父宮賜杯　第37回全日本大学駅伝対校選手権大会■■
平成17年00月00日（日） 熱田神宮西門前～伊勢神宮内宮宇治橋前（８区間106.8km）

※※　総合成績表　※※ ○：区間新記録

上段＝通算成績　下段＝区間成績 大会記録　5:14:12 駒澤大学（内田・松下・揖斐・神屋・北浦・松村・河村・高橋）2001年（第33回）

順位 大学名 記録

第1区　14.6㎞ 第2区　13.2㎞ 第3区　9.5㎞ 第4区　14.0㎞ 第5区　11.6㎞ 第6区　12.3㎞ 第7区　11.9㎞ 第8区　19.7㎞

永田　宏一郎
（鹿屋体育大）
41：56［32回］

デビット・カリウキ
（山梨学院大）
37：57［34回］

ステファン・マヤカ
（山梨学院大）
27：05［25回］

原田　正彦
（早稲田大）
40：24［33回］

堀尾　貴幸
（日本大）
34：17［26回］

松村　拓希
（駒澤大）
35：47［33回］

野口　英盛
（順天堂大）
34：26［33回］

渡辺　康幸
（早稲田大）
56：59［27回］

1 日本大 5：18：34
福井　誠
［６］0：43：42
［６］0：43：42

ディラング・サイモン
［１］1：21：28
［１］○037：46

秀島　隼人
［１］1：48：57
［２］0：27：29

土橋　啓太
［１］2：30：21
［５］0：41：24

武者　由幸
［１］3：05：21
［５］0：35：00

吉岡　玲
［１］3：42：42
［２］0：37：21

阿久津　尚二
［１］4：18：10
［１］0：35：28

下重　正樹
［１］5：18：34
［３］1：00：24

2 中央大 5：20：48
田村　航
［10］0：44：09
［10］0：44：09

上野　裕一郎
［２］1：22：17
［２］0：38：08

小林　賢輔
［５］1：50：46
［15］0：28：29

宮本　竜一
［６］2：32：53
［10］0：42：07

加藤　直人
［５］3：07：21
［１］0：34：28

中村　和哉
［５］3：45：00
［６］0：37：39

山本　亮
［３］4：20：54
［２］0：35：54

池永　和樹
［２］5：20：48
［２］0：59：54

3 駒澤大 5：21：24
堺　晃一
［12］0：44：27
［12］0：44：27

村上　和春
［８］1：23：15
［３］0：38：48

高井　和治
［４］1：50：42
［１］0：27：27

佐藤　慎悟
［３］2：31：26
［２］0：40：44

井手　貴教
［３］3：06：34
［７］0：35：08

平野　護
［２］3：43：41
［１］0：37：07

糟谷　悟
［２］4：20：00
［５］0：36：19

藤山　哲隆
［３］5：21：24
［７］1：01：24

4 山梨学院大 5：23：11
大越　直哉
［16］0：44：58
［16］0：44：58

森本　直人
［13］1：24：10
［７］0：39：12

荒木　宏太
［13］1：52：29
［10］0：28：19

向井　良人
［13］2：34：26
［８］0：41：57

前岡　優
［14］3：09：59
［15］0：35：33

親崎　慎吾
［14］3：48：15
［12］0：38：16

金子　峻輔
［15］4：26：01
［16］0：37：46

メクボ・J・モグス
［４］5：23：11
［１］0：57：10

5 日本体育大 5：23：22
北村　聡
［５］0：43：41
［５］0：43：41

石谷　慶一郎
［10］1：23：32
［16］0：39：51

末吉　敏
［９］1：51：36
［６］0：28：04

熊本　剛
［７］2：32：55
［３］0：41：19

梅枝　裕吉
［７］3：08：27
［14］0：35：32

鶴留　雄太
［６］3：45：59
［４］0：37：32

岩■ 喬也
［５］4：21：56
［３］0：35：57

保科　光作
［５］5：23：22
［８］1：01：26

6 大東文化大 5：24：19
佐々木　悟
［11］0：44：19
［11］0：44：19

金塚　洋輔
［12］1：23：53
［13］0：39：34

佐藤　匠
［12］1：52：16
［11］0：28：23

加藤　徳一
［10］2：33：48
［６］0：41：32

久保　謙志
［９］3：09：04
［９］0：35：16

薄田　洋輔
［８］3：46：28
［３］0：37：24

笹谷　甲
［８］4：23：23
［10］0：36：55

野宮　章弘
［６］5：24：19
［５］1：00：56

7 神奈川大 5：24：39
豊田　崇
［４］0：43：33
［４］0：43：33

坂本　純一
［９］1：23：30
［17］0：39：57

川南　友佑
［11］1：51：55
［12］0：28：25

平本　昌樹
［14］2：34：48
［16］0：42：53

小村　章悟
［12］3：09：38
［３］0：34：50

森津　翔太
［11］3：47：23
［８］0：37：45

平本　哲也
［10］4：23：55
［７］0：36：32

森脇　佑紀
［７］5：24：39
［４］1：00：44

8 東洋大 5：25：04
大西　智也
［２］0：43：28
［２］0：43：28

市川　健一
［４］1：22：50
［９］0：39：22

尾田　寛幸
［２］1：50：29
［４］0：27：39

山本　浩之
［５］2：32：43
［12］0：42：14

今堀　将司
［６］3：08：02
［10］0：35：19

宮田　越
［９］3：46：40
［15］0：38：38

桜井　豊
［９］4：23：43
［12］0：37：03

黒崎　拓克
［８］5：25：04
［６］1：01：21

9 中央学院大 5：25：04
木原　真佐人
［８］0：43：58
［８］0：43：58

信田　雄一
［６］1：22：53
［５］0：38：55

杉本　芳規
［３］1：50：30
［３］0：27：37

篠藤　淳
［４］2：31：53
［４］0：41：23

江藤　裕也
［４］3：06：53
［５］0：35：00

木村　聡寿
［４］3：44：46
［９］0：37：53

天野　達也
［４］4：21：35
［９］0：36：49

大内　陽介
［９］5：25：04
［13］1：03：29

10 第一工業大 5：25：13
ティメット・シルベスター・キメリ
［１］0：42：46
［１］0：42：46

吉井　賢
［３］1：22：29
［15］0：39：43

前田　翼
［６］1：51：10
［17］0：28：41

コメン・エドウィン・キプコエッチ
［2］2：30：59
［1］○039：49

アズジ・アブデラアジス
［２］3：05：55
［４］0：34：56

小林　秀寿
［３］3：44：39
［16］0：38：44

加治屋　毅
［６］4：22：28
［17］0：37：49

中野　良平
［10］5：25：13
［12］1：02：45

11 亜細亜大 5：26：20
木許　史博
［13］0：44：43
［13］0：44：43

板倉　克宜
［11］1：23：37
［４］0：38：54

菊池　昌寿
［10］1：51：51
［７］0：28：14

岡田　晃
［11］2：33：58
［10］0：42：07

岡田　直寛
［８］3：08：45
［２］0：34：47

益田　稔
［７］3：46：22
［５］0：37：37

山下　拓郎
［７］4：22：48
［６］0：36：26

小沢　信
［11］5：26：20
［14］1：03：32

12 京都産業大 5：26：30
井川　重史
［９］0：44：08
［９］0：44：08

村刺　厚介
［７］1：23：12
［６］0：39：04

大西　毅彦
［８］1：51：30
［８］0：28：18

森田　司
［８］2：33：32
［９］0：42：02

長沢　朋哉
［11］3：09：08
［16］0：35：36

渡辺　圭一
［10］3：47：19
［10］0：38：11

藤田　昌也
［11］4：24：02
［８］0：36：43

上間　翔太
［12］5：26：30
［10］1：02：28

13 法政大 5：26：57
原田　誠
［17］0：45：01
［17］0：45：01

友広　哲也
［16］1：24：32
［12］0：39：31

姜山　佑樹
［16］1：53：05
［16］0：28：33

秋山　和稔
［16］2：35：39
［14］0：42：34

岡田　拓也
［16］3：11：07
［12］0：35：28

山口　航
［16］3：48：50
［７］0：37：43

小林　朋幸
［13］4：25：03
［４］0：36：13

田中　宏幸
［13］5：26：57
［９］1：01：54

14 順天堂大 5：28：02
小野　裕幸
［18］0：45：03
［18］0：45：03

佐藤　秀和
［14］1：24：17
［８］0：39：14

清野　純一
［15］1：52：35
［８］0：28：18

松瀬　元太
［12］2：34：20
［７］0：41：45

井野　洋
［13］3：09：42
［11］0：35：22

長門　俊介
［13］3：48：02
［14］0：38：20

難波　祐樹
［14］4：25：33
［14］0：37：31

板倉　具視
［14］5：28：02
［11］1：02：29

15 専修大 5：28：25
座間マボロベネディック
［３］0：43：30
［３］0：43：30

高橋　良輔
［５］1：22：53
［10］0：39：23

平沢　幸太
［７］1：51：21
［14］0：28：28

辰巳　陽亮
［９］2：33：37
［13］0：42：16

水野　大輔
［10］3：09：06
［13］0：35：29

山崎　俊介
［12］3：47：23
［13］0：38：17

中島　裕也
［12］4：24：24
［11］0：37：01

佐藤　彰浩
［15］5：28：25
［15］1：04：01

16 立命館大 5：30：58
稲井　義幸
［20］0：45：21
［20］0：45：21

川上　拓哉
［17］1：24：50
［11］0：39：29

森田　知行
［14］1：52：32
［５］0：27：42

白坂　拡
［15］2：35：14
［15］0：42：42

池田　泰仁
［15］3：10：24
［８］0：35：10

樋口　達夫
［15］3：48：36
［11］0：38：12

加藤　秀人
［16］4：26：12
［15］0：37：36

木沢　創平
［16］5：30：58
［18］1：04：46
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順位 大学名 記録 第1区　14.6㎞ 第2区　13.2㎞ 第3区　9.5㎞ 第4区　14.0㎞ 第5区　11.6㎞ 第6区　12.3㎞ 第7区　11.9㎞ 第8区　19.7㎞

17 徳山大 5：36：26
木田　長
［19］0：45：05
［19］0：45：05

岡田　京大
［18］1：25：37
［19］0：40：32

宮原　和也
［18］1：54：19
［18］0：28：42

有田　清一
［18］2：38：12
［19］0：43：53

菊永　一人
［18］3：14：50
［18］0：35：38

東野　恒一
［18］3：53：54
［17］0：39：04

十亀　裕樹
［17］4：31：08
［13］0：37：14

秋澤　潤弥
［17］5：36：26
［21］1：05：18

18 広島経済大 5：38：40
サムエル・ガンガ
［７］0：43：53
［７］0：43：53

八塚　唯一
［15］1：24：22
［18］0：40：29

宮広　祐規
［17］1：53：35
［19］0：29：13

楠本　英広
［17］2：36：48
［17］0：43：13

山田　康夫
［17］3：13：58
［22］0：37：10

西田　佑司
［17］3：53：36
［22］0：39：38

辻　智史
［18］4：31：59
［21］0：38：23

三宅　宏之
［18］5：38：40
［24］1：06：41

19 近畿大 5：39：27
山本　健司
［15］0：44：56
［15］0：44：56

山副　翔吾
［20］1：25：53
［20］0：40：57

平尾　太一
［20］1：55：44
［21］0：29：51

奥野　智久
［19］2：39：41
［20］0：43：57

松岡　慎吾
［19］3：16：36
［21］0：36：55

平野　裕
［19］3：55：52
［19］0：39：16

泓川　周平
［20］4：34：51
［23］0：38：59

武田　真治
［19］5：39：27
［17］1：04：36

20 大阪体育大 5：40：16
清水　弥寿允
［21］0：45：58
［21］0：45：58

長井　健輔
［19］1：25：40
［14］0：39：42

大橋　昌弘
［19］1：55：35
［22］0：29：55

坂口　岳史
［20］2：39：56
［22］0：44：21

仲谷　吉隆
［20］3：17：26
［23］0：37：30

仲里　陽介
［20］3：56：37
［18］0：39：11

畠中　祐樹
［19］4：34：37
［18］0：38：00

前田　義人
［20］5：40：16
［22］1：05：39

21 四日市大 5：40：37
玉村　圭吾
［22］0：46：17
［22］0：46：17

尾崎　大悟
［22］1：27：21
［21］0：41：04

市野　裕介
［22］1：57：30
［24］0：30：09

田中　一成
［21］2：41：08
［18］0：43：38

樋口　淳平
［21］3：17：45
［17］0：36：37

樋口　真大
［21］3：57：21
［21］0：39：36

福田　恵大
［21］4：35：42
［20］0：38：21

山口　展
［21］5：40：37
［19］1：04：55

22 東北福祉大 5：42：29
阿部　芳規
［25］0：49：16
［25］0：49：16

我妻　孝紀
［25］1：30：28
［22］0：41：12

三浦　雄太
［23］1：58：55
［13］0：28：27

大泉　雅史
［23］2：43：09
［21］0：44：14

松本　圭太
［22］3：19：49
［19］0：36：40

高橋　洋介
［22］3：59：19
［20］0：39：30

鈴木　桂介
［22］4：37：21
［19］0：38：02

高橋　健太
［22］5：42：29
［20］1：05：08

23 東北学院大 5：45：24
荒　朋裕
［14］0：44：55
［14］0：44：55

郷家　健文
［21］1：27：18
［25］0：42：23

飛田　将孝
［21］1：57：26
［23］0：30：08

金野　賢二
［22］2：42：21
［23］0：44：55

菅原　将伍
［23］3：20：42
［25］0：38：21

氏居　真生
［23］4：00：51
［23］0：40：09

湯瀬　徹
［23］4：41：00
［25］0：40：09

小野　直樹
［23］5：45：24
［16］1：04：24

24 高岡法科大 5：47：20
田阪　光昭
［24］0：47：34
［24］0：47：34

中島　将太
［24］1：29：27
［23］0：41：53

渡邉　裕介
［24］1：59：15
［20］0：29：48

安部　勇樹
［24］2：44：30
［24］0：45：15

田村　大輔
［24］3：21：24
［20］0：36：54

木村　尚志
［24］4：02：02
［24］0：40：38

沖田　修一
［24］4：41：03
［24］0：39：01

真柄　俊介
［24］5：47：20
［23］1：06：17

25 札幌学院大 5：51：07
沼田　恭平
［23］0：47：33
［23］0：47：33

沼田　洋平
［23］1：29：26
［23］0：41：53

児玉　健路
［25］2：00：20
［25］0：30：54

川島　啓太
［25］2：45：42
［25］0：45：22

石川　晴路
［25］3：23：32
［24］0：37：50

杉村　伸行
［25］4：05：19
［25］0：41：47

小野　弘貴
［25］4：44：05
［22］0：38：46

斉藤　昌徳
［25］5：51：07
［25］1：07：02
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秩父宮賜杯第45回実業団・学生対抗陸上競技大会
〈平成17年10月2日（日） 於：平塚市総合公園平塚競技場〉

主　　催　日本実業団陸上競技連合・社団法人日本学生陸上競技連合

後　　援　財団法人日本陸上競技連盟・神奈川県・神奈川県教育委員会・平塚市・平塚市教育委員会

運営協力　神奈川陸上競技協会・東日本実業団陸上競技連盟・関東学生陸上競技連盟

協　　賛　ミズノ株式会社

総合得点 実業団　198点　　学生　176点　　　　総合優勝　実業団

男子得点 実業団　103点　　学生　094点　　　　男子優勝　実業団

最優秀選手賞 砲丸投 村川洋平（実業団・スズキ）

敢闘選手賞 400mH 河北尚広（実業団・香川総合プール）

最優秀新人賞 400m 内記正裕（学生・立命大）

男子決勝結果一覧 ○大会新記録

種目 位 オープン654321

100m

（－2.8）

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
氏名
所属
記録

宮田貴志 北村和也 若崎健太 嶋　勇太 石倉一希 小島茂之
あぶくま養護教 早大 日大 京産大 富士通 アシックス
10"74 10"90 10"92 11"05 12"08 28"21
内記正裕 向井裕紀弘 太田和憲 佐々木雄大 中田和寿 谷田泰平
立命大 岐阜ES事業団 東海大 東海大 恵那北高教 西濃運輸
46"73 47"04 47"42 47"73 47"85 48"54
中野将春 安西アルトウ 梁田昭夫 坂　直哉 竹井康彦 杉町カウエ 田口浩之
大塚製薬 城西大 達栄工業 名城大 アコム 日大 中大
1'49"90 1'50"16 1'50"40 1'50"45 1'54"15 2'00"08 2'15"36
隈元康太 久田尚弥 吉岡康典 大橋祐二 野元秀樹
日体大 平野工業 さかえクリニック 筑波大 福岡大
14"16 14"18 14"18 14"21 14"34
河北尚広 河村英昭 斉藤　将 秋本真吾 井原直樹 荒川勇希

香川総合プール スズキ 金星大 国武大 アスリートブランドJP 筑波大
50"11 50"46 50"64 51"18 51"22 52"66

醍醐直幸 赤井裕明 古野裕司 野村智宏 福本義永 西川　獏
義煎自動車 筑波大 日体大 日本ウェルネス ワールドワイドアスリーツ 東北大
2m14 2m11 2m11 2m21 2m05 2m00
梶川洋平 道下　久 多田裕貴 稲葉広幸 藤田靖浩 渡辺福太郎
法大 押部谷中教 順大 大井町役場 三井住友銀行 東海大

16m28（＋2.8）15m75（＋3.3）15m63（＋2.6）15m51（＋2.1）15m37（＋3.6）15m20（＋1.8）
村川洋平 畑瀬　聡 大橋忠司 大垣　崇 小林志郎 佐々木大志
スズキ 群馬綜合ガード 国士大 日大 国士大 宮古北高教
○17m81 17m36 16m39 16m11 15m83 15m81
土井宏昭 野口裕史 碓井　崇 八鍬政之 遠藤　彰 豊藏貴英
ファイテン 順大 アスリートブランドJP S・T・S 国武大 国士大
69m50 64m17 63m98 62m98 58m55 57m88

400m

800m

110mH

（－1.3）

400mH

100m＋
200m＋
300m＋
400m

所属

記録

氏名

実業団 1'52"13
宮田貴志
新井智之
河北尚広
向井裕紀弘

学生 1'52"28
若崎健太
太田和憲
佐々木雄大
内記正裕

走高跳

三段跳

砲丸投

ハンマー投
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秩父宮賜杯第45回実業団・学生対抗陸上競技大会
〈平成17年10月2日（日） 於：平塚市総合公園平塚競技場〉

女子得点 実業団　95点　　学生　82点　　　　女子優勝　実業団

最優秀選手賞 400m 丹野麻美（学生・福島大）

敢闘選手賞 100m 佐藤友香（実業団・七十七銀行）

最優秀新人賞 100mH 石野真美（実業団・長谷川体育施設）

女子決勝結果一覧 ◎日本新記録　○大会新記録　△学生新記録

種目 位 オープン654321

100m

（－1.5）

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

佐藤友香 松本真理子 成瀬美紀 栗本佳世子 瀬戸口渚 佐野夢加
七十七銀行 福島三中教 日女体大 福島大 財宝 都留文大
12"05 12"14 12"25 12"35 12"42 12"54
丹野麻美 木田真有 堀江真由 阿部弥生 齊ともみ 櫻井里佳
福島大 サトウスポーツプラザ 順大 七十七銀行 七十七銀行 福岡大
○53"66 55"25 56"05 56"21 56"26 56"89
西村美樹 竹内昌子 村山いずみ 今入由記 井上　彩 坂水千恵
東京高教 秋田ゼロックス 横国大 筑波大 福岡大 京セラ
2'09"62 2'13"01 2'13"18 2'13"60 2'16"01 2'18"74
石野真美 熊谷史子 平出奈津子 佐藤由紀 山　由加里 一木あずさ
長谷川体育施設 福島大 多治見工高教 福岡大 平野工業 日女体大
13"90 14"15 14"31 14"46 14"48 14"82

久保倉里美 吉田真希子 青木沙弥佳 水上友紀 澤田実希 石野智恵子
新潟アルビレックスRC 福島大TC職 福島大 七十七銀行 福岡大 順大
57"87 58"17 58"65 59"22 60"05 63"57

佐藤友香 中原ゆかり 駒沢亜希子 田中琴絵 中村悠子 水谷敦子
七十七銀行 日女体大 栃尾高教 関大 関大 岐阜ES事業団
6m07（＋2.9） 5m99（＋4.8） 5m86（＋4.4） 5m79（＋2.8） 5m64（＋2.8） 5m56（＋2.2）
山口智子 横山幸代 敷本　愛 森　朋子 林田真那美 小泉京子 山城美貴

呉市体育振興財団 グローバリー 国士大 森電設 筑波大 関大 中京大
55m17 48m45 48m23 46m65 46m21 43m79 44m57

吉田恵美可 海老原有希 中野美沙 小島裕子 齋藤いづみ 川上絢子
京産大 国士大 筑波大 白梅学園高教 油木高教 ニチイ学館長崎
52m14 52m12 51m06 47m66 43m07 32m40

400m

800m

100mH

（－3.4）

400mH

100m＋
200m＋
300m＋
400m

所属

記録

氏名

学生 ◎○△2'07"35
成瀬美紀
栗本佳世子
青木沙弥佳
丹野麻美

実業団 2'09"60
松本真理子
菅原由美子
齊ともみ
木田真有

走幅跳

円盤投

やり投
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秩父宮賜杯第58回西日本学生陸上競技対校選手権大会
〈平成17年9月16日（金）～18日（日） 於：大阪市長居陸上競技場〉

＜対校得点＞

［男子］①中京大学91.5点　②京都産業大学80点　③大阪体育大学77.5点　④福岡大学74点

⑤立命館大学55点　⑥関西学院大学46点　⑦近畿大学44.5点　⑧鹿屋体育大学27点

男子決勝結果一覧 ○大会新記録

種目 位 1 2 2 4 5 6 7 8

100m

（－0.2）

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
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

安田真望 堤　雄一 石黒遼人 塚本　忠 辻田尚宏 橋爪唯人 山下洋介 渡邉隼人
大体大 近畿大 中京大 福岡大 関学大 龍谷大 熊本大 松山大
10"67 10"69 10"69 10"69 10"73 10"75 10"80 10"84

渡邉隼人 堤　雄一 内記正裕 二木隆宏 永吉真也 岸田恭明 辻田尚宏 森本雅俊
松山大 近畿大 立命大 龍谷大 岐阜経大 神戸国大 関学大 徳島大
21"45 21"49 21"54 21"68 21"82 21"89 22"10 27"38
岸田博樹 田中　誠 北岡智識 越智啓介 上北恵士 奥　博志 高田真吾 一色啓旦
近畿大 京産大 京産大 関学大 近畿大 長崎大 近畿大 松山大
47"05 47"11 47"73 47"82 48"14 48"35 48"83 50"28
坂　直哉 松田慎太郎 小澤幸平 寺本　剛 堀　英朗 澤田浩志 沼田　望 澤田　稔
名城大 立命大 岡山大 大体大 広島大 びわスポ大 岡山大 立命大
1'52"80 1'53"07 1'53"64 1'54"14 1'54"40 1'54"87 1'55"01 1'58"47
坂　直哉 野々口範一 熊田　大 松江貴弘 山本清伸 山下弁二 木村陽介 岡　祐二
名城大 龍谷大 びわスポ大 近畿大 立命大 徳島大 関大 広経大
3'54"44 3'55"19 3'55"89 3'56"93 3'57"36 3'57"47 3'58"23 3'58"64

サムエル・ガンガ D.ムリュウ 松岡悟史 高橋史人 佐藤雅倫 長井健輔 濱田翔平 山本健司
広経大 奈産大 龍谷大 広島大 日文大 大体大 九州大 近畿大
14'15"85 14'37"24 14'45"26 14'47"05 14'49"79 14'51"99 14'54"96 14'59"61
藤田昌也 佐々木和裕 富永　崇 猪子和明 平湯和也 加藤秀人 大石裕基 濱田翔平
京産大 関学大 立命大 立命大 福岡大 立命大 福岡大 九州大
30'15"07 30'17"99 30'30"00 30'31"96 30'41"54 30'42"13 30'43"82 30'52"02
野元秀樹 武内　準 田村元弘 小黒真弥 山田庸介 岸　頌一 高橋清太郎 川原　亮
福岡大 中京大 太成学大 中京大 大体大 関大 福岡大 同志大
○13"98 14"17 14"37 14"38 14"40 14"42 14"50 14"55
大塚光雄 桐山一樹 野村武利 濱田　淳 山地圭悟 田邊　剛 中村紘明 横原和真
大体大 京産大 福岡大 福岡大 松山大 福岡大 島根大 鳥取大
○50"46 50"97 51"19 51"25 51"45 51"66 52"46 52"65
藤久保匡人 清水弥寿允 中嶋聖善 下瀬幸男 河野宏樹 正木　彬 辻　隆弘 芝　大輔
京産大 大体大 立命大 九州大 兵庫県大 福山大 立命大 和歌山大
9'01"94 9'03"57 9'05"76 9'09"37 9'12"62 9'16"16 9'17"56 9'20"99
杉本明洋 廣江　悠 大坪鷹人 北村裕規 古峨能喜 鮫島大吾 八木　圭 月輪浩之
京大 京大 中京大 広島大 神戸大 九州情大 関外大 美作大
45'22"54 46'10"00 48'26"21 49'07"73 50'01"62 51'02"96 51'23"96 52'05"23
愛敬・山内 栗田・安田 右田・塚本 上田・櫛田 加藤・石黒 齋藤・堤 森・矢野 二宮・安江
遠藤・嶋 寺下・堀 杉本・古郡 小川・土屋 和田・今井 森・高田 高井・中居 池田・笹原
京産大 大体大 福岡大 関大 中京大 近畿大 同大 広経大
40"12 40"30 40"52 40"54 40"57 40"64 41"10 41"17

北田・高田 遠藤・北岡 岩井・越智 高井・小野 岩田・金★ 開田・小中 高橋・有村 八谷・梶原
岸田・上北 桐山・田中 松井・山口 佐々木・芦田 仲・内記 三田・久保西 湯野・大島 鳥越・片山
近大 京産大 関学大 同大 立命大 天理大 九州情大 岡商大
○3'08"14 ○3'08"35 3'10"75 3'12"00 3'12"60 3'13"53 3'15"31 3'17"99

井奥一樹 桃原　康 小菅優人 相原武訓 早川周吾 小東航太 ★嶋竹志 冨山拓矢
神戸大 福岡大 大体大 天理大 愛知教大 関大 中京大 福岡大
2m11 2m08 2m08 2m05 2m05 2m05 2m05 2m05

200m

（－1.0）

400m

800m

1500m

5000m

10000m

110mH

（＋1.1）

400mH

3000mSC

10000mW

4×100mR

4×400mR

走高跳

位 1 2 3 4 5 6 7 8

位 1 2 3 4 5 5 5 8
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種目 位 1 2 3 4 5 6 6 8

棒高跳
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

山田裕司 浅野喜洋 岸　昇平 長濱優次 松岡信太郎 萩原　翔 古市朋也 船本　毅
関学大 関学大 中京大 鹿屋体大 中京大 広島大 大体大 鹿屋体大
5m00 5m00 4m90 4m80 4m80 4m80 4m80 4m80

仲元紀清 瀬戸川信吾 平岡健太朗 小森大輔 下平克宣 田中大晴 西林哲男 後藤厳和
福岡大 福岡大 福岡教大 鹿屋体大 中京大 中京大 中京大 岐阜経大

7m68（＋1.9）7m59（＋0.8）7m49（＋0.4）7m48（＋0.1）7m48（＋2.0）7m38（＋1.9）7m23（＋0.8）7m15（＋0.3）
藤林献明 藤澤圭祐 奥　博詞 黒田育未 星川修一 金子智哉 後藤厚人 堀内慶鷹
鹿屋体大 福岡大 関大 立命大 中京大 熊本大 関学大 福岡大
15m85（＋1.4）15m52（＋3.0）15m45（＋1.4）15m35（－0.2）15m31（＋1.6）15m25（＋0.1）15m12（－0.2）15m09（＋1.0）
高久保雄介 中村佳弘 武田篤哉 久保浩司 橋口徳治 鈴木考尚 山中敏道 吉津　剛
大体大 京産大 立命大 中京大 京教大 大体大 中京大 鹿屋体大
15m47 14m97 14m94 14m68 14m64 14m60 14m48 13m83
松室正輝 小早川嵩 藤岡篤史 谷奥元弥 小松崎信征 樽岡秀樹 吉木雄貴 河波直也
天理大 中京大 京産大 京産大 佛教大 広経大 大体大 大体大
46m59 46m48 44m30 43m73 43m61 43m52 42m40 41m11
川岸和滋 吉津　剛 安留祐樹 豊藏貴英 北浦弘之 太田祥伍 斉藤孝生 藤ノ木規
中京大 鹿屋体大 広経大 中京大 中京大 太成学大 福岡大 大体大
59m87 58m90 57m45 57m36 56m87 55m34 55m02 54m30
恵濃一繁 宮下　誠 後藤亮大 今宮　翼 小藤　聡 音川　健 菊田雄介 北村眞也
京産大 大体大 中京大 関学大 大体大 京産大 天理大 大体大
67m85 67m64 66m77 66m59 65m29 65m23 64m74 62m73

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

位 1 2 3 4 5 6 7 8



平成17（2005）年12月１日 第 108 号向 上 と 進 展

―17―

秩父宮賜杯第58回西日本学生陸上競技対校選手権大会
〈平成17年9月16日（金）～18日（日） 於：大阪市長居陸上競技場〉

＜対校得点＞

［女子］①福岡大学110.5点　②中京大学62点　③龍谷大学57.5点　④大阪体育大学57点

⑤甲南大学49点　⑥武庫川女子大学34.5点　⑦立命館大学33点　⑧中京女子大学26.5点

女子決勝結果一覧

種目 位 1 2 3 4 5 6 7 8

100m

（＋0.1）

200m

（－2.3）

400m

800m

1500m

5000m

10000m

100mH

（－3.1）

400mH

5000mW

4×100mR

4×400mR

走高跳

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
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

和田麻希 鈴木由希子 松原美華 梅本憲子 田熊千沙子 赤嵜元美 渡邉有紀子 黒松千絵
龍谷大 甲南大 龍谷大 広経大 福岡大 甲南大 中京女大 関外大
12"02 12"12 12"22 12"29 12"33 12"35 12"35 12"36
和田麻希 鈴木由希子 横撫裕美 松原美華 赤嵜元美 門奈美和 新村弘美 黒松千絵
龍谷大 甲南大 中京女大 龍谷大 甲南大 中京女大 福岡大 関外大
24"72 24"84 25"11 25"33 25"53 25"62 25"63 25"70
澤田実希 櫻井里佳 金丸佳世 古谷知子 杉山佳美 若林　愛 古賀慶子 高山弥恵
福岡大 福岡大 愛教大 福岡教大 甲南大 甲南大 福岡大 大教大
55"31 56"09 56"11 56"27 56"48 57"27 58"64 59"29
井上　彩 坂井優子 橋尾早紀 王　　華 河村亜希 松野真幸 臼井瑛子 首藤千紘
福岡大 龍谷大 武庫女大 名商大 武庫女大 久工大 愛教大 九女大
2'15"85 2'16"75 2'17"99 2'19"03 2'19"07 2'20"53 2'20"88 2'22"41

若山あや子 塚原亜紀 若月一夏 川田美由紀 西村愛美 宮井佑華 前田亜希子 大谷恵理
岐阜大 龍谷大 鹿屋体大 大体大 光華女大 太成学大 大体大 大体大
4'28"90 4'29"84 4'31"99 4'40"21 4'40"76 4'40"90 4'41"40 4'41"78
寺田　惠 野村利奈 高岡有紀 人見麻友 矢口衣久未 森本　恵 斎藤千種 李　　季
関学大 鹿屋体大 東亜大 立命大 立命大 太成学大 立命大 名商大
16'29"77 16'37"34 16'37"48 16'39"38 16'42"06 16'42"94 16'52"60 16'58"44
青木瑛子 天野美絵 竹内　梓 森永美紀 橋戸絵理
福岡大 京産大 西南女大 久工大 岐阜大
36'53"11 37'07"22 37'33"92 37'41"56 37'55"07
柴　梨沙 佐藤由紀 水野果苗 鉄留聖子 古賀みどり 河口仁美 田村彩湖 伊藤みのり
鹿大 福岡大 立命大 福岡大 大阪人大 松山大 中京大 大体大
14"51 14"55 14"64 14"88 14"91 14"96 15"29 15"33
澤田実希 金丸佳世 古賀慶子 若林　愛 櫻井里佳 田村真梨子 杉山佳美 森島美穂
福岡大 愛教大 福岡大 甲南大 福岡大 愛教大 甲南大 岐阜経大
○59"09 60"36 60"55 60"55 60"94 61"08 61"12 62"37
渕瀬真寿美 井藤由希子 谷中美有希 沢田美紀 岡田真由美 岩崎由香 岡　敬子 玉寄里奈
龍谷大 広島大 びわスポ大 びわスポ大 美作大 愛媛女短大 京教大 愛媛女短大
23'57"36 24'21"78 24'23"90 25'02"30 25'07"03 25'09"99 25'14"67 25'53"07

赤嵜・鈴木 難波・松原 門奈・渡邉 田熊・村上 細川・安松谷 梅野・黒松 杉田・前野 山田・中村
杉山・丸山 山田・和田 尾関・横撫 松本・新村 岡崎・伊藤 木村・藤井 杉田・近藤 西崎・田中
甲南大 龍谷大 中女大 福岡大 大体大 関外大 中京大 関大
46"94 47"06 47"24 47"24 48"17 48"18 48"27 48"69

古賀・村上 荘田・田村 股座・若林 門奈・鷹羽 時田・澗隨 岡田・水川 川瀬・杉田 神田・山本
櫻井・澤田 木南・金丸 鈴木・杉山 横撫・三島 長谷川・姫路 河村・寺中 藤田・前野 平本・浜野
福岡大 愛教大 甲南大 中女大 立命大 武庫女大 中京大 岡山大
○3'44"87 3'47"88 3'47"95 3'50"71 3'51"65 3'51"66 3'51"94 3'53"41

児玉里穂 曾根麻由美 美馬範子 浦かおり 三ツ井咲 塩谷佳奈子 松本明日美 浦田明奈
大国大 武庫女大 立命大 福岡大 大教大 大体大 中京大 中京大
1m70 1m65 1m65 1m65 1m65 1m65 1m65 1m65

位 1 2 2 2 2 2 7 8

位 1 2 3 3 5 6 7 8

位 1 2 3 4 5 6 7 8
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種　　目 風 向
風 速 位 氏　　名 所　属 記　録 位 氏　　名 所　属 記　録 位 氏　　名 所　属 記　録

走幅跳

1 桝見咲智子 福 岡 大 6m16（＋0.3） 2 馬 場 貴 子 福 岡 大 5m94（＋0.9） 3 鈴 鹿 陽 子 中京女大 5m80（＋2.1）

4 吉 木 智 美 鹿屋体大 5m75（＋1.8） 5 湊　つばさ 島 根 大 5m65（－2.0） 6 黒 田 香 織 関 西 大 5m62（－1.0）

7 柿 内 愛 子 武庫女大 5m53（＋1.0） 8 粟飯原理絵 立 命 大 5m52（＋1.9）

三段跳

1 桝見咲智子 福 岡 大 12m63（＋1.1） 2 赤松美季子 福 岡 大 12m57（＋0.4） 3 猪ヶ倉優子 福 岡 大 11m89（＋2.4）

4 芦田麻里子 美 作 大 11m88（＋2.4） 5 吉 木 智 美 鹿屋体大 11m84（＋1.4） 6 石田由起子 中 京 大 11m73（＋2.5）

7 鈴 鹿 陽 子 中京女大 11m62（±0.0） 8 平 野 朋 子 大阪教大 11m59（＋0.1）

砲丸投

1 立和田真紀 鹿児島大 13m44 2 比 嘉 杏 里 愛媛女短大 13m40 3 上 田 　 渉 愛媛女短大 13m13

4 柴 田 聡 子 福 岡 大 12m99 5 熊谷江里加 大 体 大 12m66 6 中 田 恵 美 大 体 大 12m46

7 山 木 　 彩 大 体 大 12m25 8 小島奈津子 岡山県大 12m03

円盤投

1 森 　 朋 子 鹿屋体大 45m42 2 西川有香利 大 体 大 42m38 3 能 地 利 佳 鹿屋体大 42m32

4 徳 永 昭 子 愛媛女短大 40m04 5 山 田 圭 美 中 京 大 39m70 6 佐野梨恵子 武庫女大 39m37

7 小 林 千 恵 立 命 大 38m74 8 沖　真理子 天 理 大 38m44

やり投

1 松本亜憂美 大 体 大 48m15 2 葛 本 愛 乃 天 理 大 46m38 3 谷 風 夏 美 鹿屋体大 45m89

4 中 野 麻 美 武庫女大 45m67 5 今 利 千 津 大 体 大 45m31 6 松 田 千 佳 福 岡 大 43m21

7 末吉美寿々 福 岡 大 41m68 8 竹 野 　 華 大阪国大 40m80

ハンマー投

1 池 田 　 愛 中 京 大 50m13 2 小竹久美子 中 京 大 50m10 3 上 田 　 渉 愛媛女短大 48m85

4 新 田 倫 子 今治明徳短大 46m39 5 柴田みどり 大 体 大 46m38 6 合 澤 理 絵 中 京 大 45m20

7 佐野梨恵子 武庫女大 44m27 8 比 嘉 杏 里 愛媛女短大 41m14

種目 位 1 2 3 4 4 6 6 6 6

棒高跳
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

桝見咲智子 湊つばさ 水野果苗 田中琴絵 山根愛子 宮田知佳 中村悠子 柴　梨沙
福岡大 島根大 立命大 関大 鳥取大 奈良女大 関大 鹿児島大

6m25（＋2.8）5m97（＋0.5）5m91（±0）5m88（－0.5）5m86（－0.8）5m66（－0.8）5m62（－0.8）5m56（±0）
小川詩織 桝見咲智子 片山恵実 石田由起子 竹原亜矢子 福田多希子 大坪奈津子 諏訪友香
名城大 福岡大 兵庫県大 中京大 武庫女大 天理大 九女大 立命大

12m54（＋1.1）12m50（－0.1）12m02（＋0.8）11m68（－0.1）11m65（＋0.2）11m55（＋0.3）11m30（＋0.8）11m28（＋0.6）
柴田聡子 中田恵美 伊野恵美 野毛伸子 久間みのり 山城美貴 鬼塚麻井子 入江麗華
福岡大 大体大 天理大 大体大 中京女大 中京大 関大 中京女大
13m50 13m31 13m23 13m17 12m82 12m77 12m60 12m47
山城美貴 西川有香利 大城利恵 春木理奈 佐野梨恵子 伊野恵美 三木貴代 木下璃沙
中京大 大体大 鹿屋体大 中京大 武庫女大 天理大 武庫女大 関大
45m15 43m59 42m21 40m89 40m59 40m58 39m87 39m17

小竹久美子 山城美貴 上田　渉 佐野梨恵子 池田　愛 近藤麻奈 廣田知穂 野田奈央
中京大 中京大 大体大 武庫女大 中京大 天理大 関大 大体大
55m50 52m76 52m59 51m45 49m93 48m07 47m42 43m48

吉田恵美可 南本沙樹 小林梨沙 北村　梓 田中優子 谷風夏美 杉尾知美 畑瀬亜希
京産大 大体大 大体大 同大 同大 鹿屋体大 九情大 鹿屋体大
○52m24 50m36 49m18 47m94 47m60 47m09 45m80 45m27

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

位 1 2 3 4 5 6 7 8

堀さやか 松本佳江 金札絵里香 尾崎直美 具志堅裕 森　郁子 木田優子 松島牧恵 河合美由紀
びわスポ大 中京大 中京大 香川大 名桜大 龍谷大 滋賀大 九情大 武庫女大
3m90 3m85 3m70 3m60 3m60 3m40 3m40 3m40 3m40
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来る11月６日（日）開催の第37回全日本大学駅伝対校選手権大会の出場校が決まりました。

１ 関　　東 駒 沢 大 学 駒　　大

２ 関　　東 日 本 大 学 日　　大

３ 関　　東 中 央 大 学 中　　大

４ 関　　東 山　梨　学　院　大　学 山梨学大

５ 関　　東 順 天 堂 大 学 順　　大

６ 関　　東 日　本　体　育　大　学 日 体 大

７ 北 海 道 札　幌　学　院　大　学 札学院大

８ 東　　北 東　北　福　祉　大　学 東北福大

９ 東　　北 東　北　学　院　大　学 東北学大

10 関　　東 神 奈 川 大 学 神奈川大

11 関　　東 法 政 大 学 法　　大

12 関　　東 亜 細 亜 大 学 亜　　大

13 関　　東 専 修 大 学 専 修 大

14 関　　東 大　東　文　化　大　学 大 東 大

15 関　　東 東 洋 大 学 東 洋 大

16 関　　東 中　央　学　院　大　学 中央学大

17 北 信 越 高　岡　法　科　大　学 高岡法大

18 東　　海 四 日 市 大 学 四日市大

19 関　　西 京　都　産　業　大　学 京 産 大

20 関　　西 立 命 館 大 学 立 命 大

21 関　　西 大　阪　体　育　大　学 大 体 大

22 関　　西 近 畿 大 学 近　　大

23 中 四 国 徳 山 大 学 徳 山 大

24 中 四 国 広　島　経　済　大　学 広 経 大

25 九　　州 第　一　工　業　大　学 第一工大

第37回全日本大学駅伝出場校一覧表
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臨時理事会議事録

期　　　日　　平成17年９月10日（土）

場　　　所　　平塚市総合公園宿泊研修所会議室

出　席　者　　会　　長：深川長郎

副 会 長：廣瀬　豊　　園田裕四郎

副会長・専務理事：関岡康雄

理　　事：梶原洋子　　佐沼　洋　　米谷元捷　　藤井邦夫

澤村　博　　青葉昌幸　　三條俊彦　　安藤好郎

東川安雄　　片峰　隆

強化委員長：尾縣　貢

審判指導副委員長：阿保雅行

関岡専務理事より規約に基づき議長に深川会長を選出

議事録署名人として青葉理事、東川理事を選出

19時11分、議長開会を宣言

＜報告事項＞

第１号　第23回ユニバーシアード・イズミール大会について

第２号　テグ国際陸上大会への派遣について

＜協議事項＞

第１号　第３回全日本大学女子選抜駅伝競走の要項の一部改訂について

（尾縣強化委員長より）

１月８日を予定していたが、諸般の事情により２月19日に変更したい。強化委員会でも了解された。

開催日の改定に伴い、申込期日が平成18年１月31日に変更となる。

（関岡専務理事より）

本年度の大学女子選抜駅伝の日程は１月８日の開催を決定していたが、埼玉県県警本部と６月より関

係者で数回の会合を持ち、埼玉県警からの申し出に従い、第３回大会は２月19日に行うこととなった。

テレビ放映についてもこの日であれば放映できるとのことである。

（深川会長より）

大変遺憾なことであるが、警察の協力を得られなければ止むを得ないという事情もあるので、第３回

全日本大学女子選抜駅伝については１月８日から２月19日（日）に変更することにご異議ございませんか。
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―　承　認　―

第２号　第23回全日本大学女子駅伝の要項について

（深川会長より）

第23回全日本大学女子駅伝対校選手権大会の要項を決定しなければなりません。尾縣強化委員長から

要項についてご提案を願い、藤井理事からコース等についての補足説明を願いたい。春先の理事会です

でに決定されているが、空白部分があるので、この臨時理事会にて決定したい。

（尾縣強化委員長より）

要項のコースで39㎞、６区間の距離、コースが決まっています。

申込期日についても、17年11月２日（水）までに大会事務局に申し込む。

メンバーエントリーについては17年11月26日13時までに大会事務局まで持参ということになる。

（関岡専務理事より）

補足で大会事務局は東北学連の事務所に決めさせていただきたい。

（藤井理事より）

コースは、宮城野陸上競技場をスタートし仙台市庁舎前がフィニッシュとなる。

（尾縣強化委員長より）

提案を認めていただければ、決定次第、各地区学連で連絡していただきたい。

（深川会長より）

特にご意見がございませんようでしたら、第23回全日本大学女子駅伝対校選手権大会の要項は案を消

して決定といたします。

本案についてご意見がなければ採決いたします。

―　承　認　―

第３号　第75回日本学生陸上競技対校選手権大会の日程について

（深川会長より）

第75回日本学生陸上競技対校選手権大会の日程について尾縣強化委員長よりご提案下さい。

（尾縣強化委員長より）

日本陸上競技連盟より学生陸上競技連合に日本選手権を６月30日から７月２日に行うという案が出て

おり、この案は陸連が９月に行う理事会において正式決定される見込みである。日本インカレがこの時

期に行われるので、バッティングすることになるが、そういう訳にはいかない。強化委員会としての案

は、３週間のインターバルをおきたいということで日本選手権大会より３週間前に日本インカレを行い

たい。６月９日から11日ということになるが地区インカレにおいては、日本インカレより２から３週間

前に行われることになると思うが、そのあたりを考慮していただき学生の過剰な負担とならないよう、

ある程度の休息をとって競技に望めるようにご配慮いただきたい。日本選手権がこの時期に移動した背
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景としては、選手会から世界大会へのスムーズな移行をおこないたいとの要望があった。また北海道地

区においては、ヘッドコーチとも相談し、北海道インカレは日本インカレより前に行えるとの答えをも

らっている。今年の北日本インカレはこの時期に行われたが、過密なスケジュールとなるため、強化委

員会では秋に移動してもらえないかという話が出た。

そうなると、日本インカレ出場資格として西日本・北日本インカレの優勝者はB標準資格を得るという

ことが消えてしまうため、地区・在京の強化委員より翌年度の日本インカレ出場資格Bを得るというので

は、３年以下、大学院１年が対象となってしまうが、その案で検討いただきたい。

また併せて、日本選手権が３日間開催ということに伴い混成競技を別途６月上旬に行いたいとの意見

が出ているが、日本インカレの開催時期と重なってしまうため日本陸連の混成部長に対し再検討願いた

いとの要望を出した。

（関岡専務理事より）

陸連の櫻井専務理事にも混成競技については、口頭でだが再度ご検討願いたいと要望を出した。

（東川理事より）

６月９日から11日に行うことになれば、エントリー締切をいつに設定するのか。

（尾縣強化委員長より）

今までは、３週間前に設定していたが、出来る限り短い期間で２週間を目処に設定したい。

（東川理事より）

西日本インカレの参加資格も次年度参加資格に絡めるよう提案させていただきたい。

（関岡専務より）

ユニバーシアード対策として考えると、ユニバー開催時期の関係から次回ユニバーシアード大会は８

月開催だがその次の大会は７月に開催される、JOCへの申込についてのことを考慮しても６月第２週頃

に移行できれば問題はない。北海道・東北・北信越の地区インカレをやり難くなるのではないかという

ことが懸念される。

（深川会長より）

第75回日本インターカレッジは６月９・10・11日の開催とし日本選手権混成競技の６月上旬開催につ

いては日程の変更を希望するという付帯条件を付け、日本陸上競技連盟に対して日本陸上競技連合がそ

の意思を伝えるということでご異議ございませんか。

―　承　認　―

第４号　勲功章の贈与について

（深川会長より）

平成17年度勲功章の贈与について佐沼総務委員長よりご提案下さい。

（佐沼総務委員長より）

この臨時理事会において、勲功章の贈与についてご提案いたします。
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第23回ユニバーシアード大会と、世界選手権大会において本連合競技者の中に優秀な成績を収めた者

がいるので、今回の全日本学生チャンピオンシップの場で勲功章の授与式を行うということを総務委員

会案として提案したい。

（関岡専務）

本来ならば、日本ICで行うということが規約で決まっているのだが、熱の冷めぬ間に授与式をおこな

いたいというのが総務委員会としての案である。

（深川会長より）

今の勲功章規約が古く作られたものであり６位入賞の名残があるので、オリンピック・世界選手権は

６位が入賞者ということになっているが、今は８位入賞時代である。また、贈与時期についても今後総

務委員会で検討いただきたい。

勲功章を明日贈与することにご異議ございませんか。

―　承　認　―

以上で議事のすべてが終了したので散会を宣言。

社団法人 日本学生陸上競技連合

議　長　深川　長郎

署名人　青葉　昌幸

東川　安雄




