
総　　務 諏佐　収

第 ２７ 回　関東医科大学対抗陸上競技大会 コード　10501312 男子決勝 日付　平成２２年　９月１９日(日) 競技場　　栃木県総合運動公園陸上競技場 競技場コード　091010 審 判 長 志田　利宏

記録主任 山野井　純夫

日付 種目

9/19 男子100m 入來　景悟 (6) 11.15 中山　大輔 (4) 11.22 田中　一哉 (4) 11.33 鳥光　拓人 (3) 11.38 村田　哲 (2) 11.47 栗山　翔司 (5) 11.72 竜崎　俊亘 (3) 38.45

風:-0.5 慶應義塾大 防衛医科大 自治医科大 慶應義塾大 日本大 昭和大 慶應義塾大

9/19 男子200m 入來　景悟 (6) 22.19 岩崎　司 (4) 22.51 鳥光　拓人 (3) 22.65 石井　聡 (4) 22.80 村田　哲 (2) 22.85 吉田　寛 (3) 23.15 鈴木　陽一 (6) 23.56 田所　直樹 (5) 24.08

風:+0.5 慶應義塾大 順天堂大 慶應義塾大 東京大 日本大 東京医科歯科大 東京慈恵会医科大 東京慈恵会医科大

9/19 男子400m 塩見　真一郎 (3) 51.06 金本　嘉久 (2) 52.10 宮脇　敦士 (4) 52.43 池田　有 (2) 53.43 小野　将臣 (3) 54.43 原　優太 (4) 54.52 松岡　信成 (4) 59.20

東京大 埼玉医科大 東京大 山梨大 信州大 筑波大 慶應義塾大

9/19 男子800m 高森　一 (3) 1.57.77 上田　元 (3) 1.57.86 塩見　真一郎 (3) 1.58.33 熊谷　拓磨 (4) 2.00.75 鈴木　一史 (3) 2.03.16 秋山　達也 (6) 2.05.54 山下　将平 (3) 2.06.46 林　勇海 (3) 2.13.94

東京大 東京医科大 東京大 山梨大 筑波大 筑波大 東京医科歯科大 慶應義塾大

9/19 男子1500m 高森　一 (3) 4.11.49 山本　祐資 (1) 4.11.85 岩渕　良平 (4) 4.13.67 大島　和輝 (5) 4.15.95 鈴木　一史 (3) 4.18.53 稲川　優多 (4) 4.28.65 山下　匠 (6) 4.29.72 青木　亮 (3) 4.32.73

東京大 杏林大 信州大 慶應義塾大 筑波大 山梨大 自治医科大 山梨大

9/19 男子5000m 佐野　康徳 (5) 16.08.51 大島　和輝 (5) 16.09.07 大和田　淳也 (5) 16.14.10 山下　博司 (3) 16.30.14 横倉　智行 (2) 16.31.97 福原　伸彦 (5) 16.43.95 白鳥　安利 (6) 17.02.32 熊谷　拓磨 (4) 17.14.98

慶應義塾大 慶應義塾大 筑波大 東京大 東京医科大 自治医科大 獨協医科大 山梨大

9/19 男子110mH 鈴木　陽一 (6) 15.36 萩澤　宏樹 (3) 15.40 橋本　涼太 (2) 16.20 松岡　信成 (4) 17.19 橋山　卓弘 (2) 17.32 佐々木　貴紀 (5) 17.69 蒲田　久典 (4) 18.26 結城　将明 (3) 18.83

東京慈恵会医科大 風：0.0 GR 筑波大 風：0.0 獨協医科大 風：0.0 慶應義塾大 風：0.0 慶應義塾大 風：+0.1 慶應義塾大 風：+0.1 筑波大 風：0.0 東京大 風：+0.1

9/19 男子400mH 田村　大地 (3) 58.23 松岡　信成 (4) 58.78 萩澤　宏樹 (3) 59.07 北川　幹太 (1) 59.18 松原　佑太 (1) 1.00.52 佐々木　貴紀 (5) 1.00.71 須貝　　秀平 (2) 1.02.68 松尾　裕一郎 (4) 1.02.94

自治医科大 慶應義塾大 筑波大 信州大 慶應義塾大 慶應義塾大 東京大 東京大

9/19 男子3000mSC 福原　伸彦 (5) 10.01.70 山下　博司 (3) 10.12.19 小出　暢章 (6) 10.13.19 大和田　淳也 (5) 10.13.54 佐々木　裕明 (2) 10.35.96 釜田　祥史 (4) 10.45.57 花井　翔 (2) 10.52.32 糸島　亮 (5) 10.57.17

自治医科大 東京大 東京医科歯科大 筑波大 防衛医科大 自治医科大 筑波大 信州大

9/19 男子4×100mR 慶應義塾大 43.10 東京大 44.23 筑波大 44.49 獨協医科大 45.45 信州大 45.53 自治医科大 45.63 東京医科大 46.42 日本大 52.73

  小林　研太 (3)   石井　聡 (4)   中川　隆嶺 (1)   佐藤　陽彦 (2)   田中　泰裕 (5)   田中　一哉 (4)   植松　望武 (3)   瀬戸　比呂木 (4)

  竜崎　俊亘 (3)   原　湖楠 (4)   蒲田　久典 (4)   橋本　涼太 (2)   小野　将臣 (3)   田村　大地 (3)   小森　悠矢 (3)   村田　哲 (2)

  鳥光　拓人 (3)   塩見　真一郎 (3)   萩澤　宏樹 (3)   石塚　紀行 (4)   北川　幹太 (1)   酒井　達也 (5)   中野　宏己 (6)   見澤　大輔 (1)

  入來　景悟 (6)   宮脇　敦士 (4)   原　優太 (4)   森　智史 (1)   竹田　裕 (3)   今井　洋文 (6)   大木　健太郎 (3)   丹羽　悠介 (2)

9/19 男子ｽｳｪｰﾃﾞﾝR 慶應義塾大 2.01.66 山梨大 2.01.96 東京大 2.02.02 筑波大 2.02.33 信州大 2.03.85 自治医科大 2.05.45 東京医科大 2.05.71 東京慈恵会医科大 2.06.42

  小林　研太 (3)   井上　康浩 (2)   石井　聡 (4)   蒲田　久典 (4)   田中　泰裕 (5)   酒井　達也 (5)   大木　健太郎 (3)   中村　祐輔 (1)

  鳥光　拓人 (3)   石井　俊史 (5)   宮脇　敦士 (4)   萩澤　宏樹 (3)   竹田　裕 (3)   今井　洋文 (6)   小森　悠矢 (3)   鈴木　陽一 (6)

  長谷川　哲雄 (6)   池田　有 (2)   原　湖楠 (4)   中川　隆嶺 (1)   小野　将臣 (3)   田中　一哉 (4)   中野　宏己 (6)   白石　朋敬 (2)

  入來　景悟 (6)   船橋　洋人 (5)   塩見　真一郎 (3)   秋山　達也 (6)   北川　幹太 (1)   田村　大地 (3)   上田　元 (3)   田所　直樹 (5)

9/19 男子走高跳 橋山　卓弘 (2) 1m85 蒲田　久典 (4) 1m75 萩田　大地 (3) 1m75 岩田　賢太郎 (1) 1m65 新井　絢也 (3) 1m55 小林　研太 (3) 1m50 奥村　光一郎 (2) 1m50

慶應義塾大 筑波大 同順 2位 防衛医科大 同順 2位 慶應義塾大 東京大 慶應義塾大 東京医科大

9/19 男子走幅跳 竜崎　俊亘 (3) 6m55 +1.4 中山　大輔 (4) 6m40 -0.5 中川　隆嶺 (1) 6m39 +1.3 萩田　大地 (3) 6m28 +1.1 橋山　卓弘 (2) 6m19 -0.5 蒲田　久典 (4) 6m19 +1.1 西本　真章 (5) 6m09 +0.5 田中　尚道 (1) 6m00 +1.2

慶應義塾大 防衛医科大 筑波大 防衛医科大 慶應義塾大 筑波大 慶應義塾大 埼玉医科大

9/19 男子三段跳 蒲田　久典 (4) 13m68 +0.4 清水　崇紘 (4) 13m22 -0.5 中川　隆嶺 (1) 13m11 +0.9 西本　真章 (5) 13m03 0.0 田中　尚道 (1) 12m24 -1.2 白石　朋敬 (2) 11m99 +0.1 新井　絢也 (3) 11m66 0.0 橋山　卓弘 (2) 11m63 0.0

筑波大 東京大 筑波大 慶應義塾大 埼玉医科大 東京慈恵会医科大 東京大 慶應義塾大

9/19 男子砲丸投 保浦　修裕 (2) 10m39 見澤　大輔 (1) 10m23 奥山　博仁 (2) 10m15 桐野　創 (4) 9m65 久保　伸貴 (1) 9m45 原　湖楠 (4) 9m30 矢口　祐介 (1) 9m00 福井　　辰侑 (3) 8m92

東京医科歯科大 日本大 自治医科大 慶應義塾大 順天堂大 東京大 埼玉医科大 東京大

9/19 男子円盤投 保浦　修裕 (2) 32m13 久保　伸貴 (1) 31m80 矢口　祐介 (1) 29m84 緒方　善政 (1) 29m60 酒井　貴央 (2) 28m54 原　湖楠 (4) 28m47 矢口　知征 (2) 26m34 桐野　創 (4) 25m98

東京医科歯科大 順天堂大 埼玉医科大 東京大 自治医科大 東京大 群馬大 慶應義塾大

9/19 男子ハンマー投 酒井　貴央 (2) 26m70 奥山　博仁 (2) 26m04 相原　佑亮 (2) 22m24 緒方　善政 (1) 21m34 西本　真章 (5) 21m15 保浦　修裕 (2) 20m68 遊木　一成 (2) 18m39 白石　健 (5) 17m89

自治医科大 自治医科大 慶應義塾大 東京大 慶應義塾大 東京医科歯科大 慶應義塾大 筑波大

9/19 男子やり投 緒方　善政 (1) 54m44 清水　崇紘 (4) 49m64 佐々木　貴優 (6) 41m61 重松　壮志 (2) 41m08 竹内　郁人 (2) 40m91 原　優太 (4) 40m08 萩澤　宏樹 (3) 40m04 矢口　知征 (2) 39m49

東京大 東京大 防衛医科大 信州大 順天堂大 筑波大 筑波大 群馬大

男子総合 148 115 88.5

男子トラック 94 70 53

男子フィールド 54 45 35.5

８位４位 ５位 ６位 ７位１位 ２位 ３位

優勝 ２位 ３位

慶應義塾大 東京大 筑波大

慶應義塾大 東京大 筑波大

慶應義塾大 東京大 筑波大



総　　務 諏佐　収

第 ２７ 回　関東医科大学対抗陸上競技大会 コード　10501312 女子決勝 日付　平成２２年　９月１９日(日) 競技場　　栃木県総合運動公園陸上競技場 競技場コード　091010 審 判 長 志田　利宏

記録主任 山野井　純夫

日付 種目

9/19 女子100m 三澤　真理 (6) 13.11 小野　綾香 (3) 13.46 吉津　亜矢帆 (2) 13.71 新井　礼 (1) 13.78 高瀬　晶子 (4) 13.90 橋本　菜々子 (2) 14.08 日名子　美樹 (1) 14.15 岡本　紀葉 (4) 14.20

風:-0.2 山梨大 筑波大 慶應義塾大 埼玉医科大 東京医科大 信州大 順天堂大 埼玉医科大

9/19 女子200m 工藤　裕実 (2) 26.65 吉津　亜矢帆 (2) 27.70 北村　瑤子 (3) 28.17 高瀬　晶子 (4) 28.22 橋本　菜々子 (2) 28.90 笹山　亜紗子 (5) 29.16 円城寺　倫子 (2) 29.18

風:+0.8 慶應義塾大 慶應義塾大 東京医科歯科大 東京医科大 信州大 慶應義塾大 東京医科歯科大

9/19 女子400m 工藤　裕実 (2) 61.43 鈴木　詩織 (1) 63.93 松井　法恵 (3) 64.72 北村　瑤子 (3) 66.99 外崎　万里 (2) 67.88 富澤　洋子 (1) 68.06 中田　千香子 (3) 68.53 円城寺　倫子 (2) 69.12

慶應義塾大 群馬大 杏林大 東京医科歯科大 順天堂大 自治医科大 東京女子医科大 東京医科歯科大

9/19 女子800m 岡村　みずき (1) 2.28.59 阿部　小百合 (2) 2.28.81 富澤　洋子 (1) 2.29.98 松尾　はるか (3) 2.30.26 広田　周子 (3) 2.31.33 伊藤　恵理子 (6) 2.32.42 岩部　佳穂 (1) 2.38.94 鈴木　詩織 (1) 2.39.21

山梨大 慶應義塾大 自治医科大 東京医科歯科大 信州大 東京女子医科大 慶應義塾大 群馬大

9/19 女子1500m 松尾　はるか (3) 5.11.23 阿部　小百合 (2) 5.13.76 仲田　真依子 (4) 5.19.23 増田　英莉 (3) 5.31.91 吉田　千紗 (5) 5.32.89 猪野　碧美 (3) 5.34.01 吉岡　佳奈 (4) 5.43.78 大武　梨奈 (2) 5.46.48

東京医科歯科大 慶應義塾大 自治医科大 群馬大 順天堂大 防衛医科大 筑波大 順天堂大

9/19 女子3000m 後藤　塁 (3) 10.54.99 長倉　瑞恵 (2) 11.00.80 松尾　はるか (3) 11.23.53 木村　奈々恵 (1) 11.27.46 仲田　真依子 (4) 11.36.07 岩部　佳穂 (1) 12.07.88 中沢　美帆 (3) 12.10.66 市野沢　舞 (1) 12.13.18

筑波大 信州大 東京医科歯科大 順天堂大 自治医科大 慶應義塾大 順天堂大 筑波大

9/19 女子100mH 近兼　絵里香 (1) 18.22 中小路　絢子 (5) 18.34 富澤　洋子 (1) 18.71 竹田津　史野 (4) 19.19 中田　千香子 (3) 19.28 内木場　紗奈 (3) 19.64 西出　麻美 (6) 20.59 稲木　瑞花 (1) 20.90

東京医科大 風:+0.8 慶應義塾大 風:+0.3 自治医科大 風:+0.8 東京女子医科大 風:+0.3 東京女子医科大 風:+0.3 慶應義塾大 風:+0.3 東京医科歯科大 風:+0.3 順天堂大 風:+0.3

9/19 女子4×100mR 山梨大 53.16 慶應義塾大 53.35 東京医科歯科大 54.22 埼玉医科大 54.79 順天堂大 55.01 獨協医科大 55.15 東京医科大 55.60 東京女子医科大 60.23

  山本　理子 (2)   笹山　亜紗子 (5)   西出　麻美 (6)   山本　遥菜 (1)   土佐　翠 (3)   栗山　安里子 (4)   近兼　絵里香 (1)   長谷川　伶奈 (1)

  勝　麻里那 (3)   工藤　裕実 (2)   野津　八千代 (1)   新井　礼 (1)   日名子　美樹 (1)   川口　真由子 (2)   高瀬　晶子 (4)   中田　千香子 (3)

  原間　智子 (3)   中小路　絢子 (5)   円城寺　倫子 (2)   岡本　紀葉 (4)   稲木　瑞花 (1)   宇津木　景子 (1)   岸田　さなえ (3)   今本　聡美 (1)

  三澤　真理 (6)   吉津　亜矢帆 (2)   北村　瑤子 (3)   生駒　千晶 (3)   外崎　万里 (2)   長　比佐子 (3)   黒田　裕子 (3)   河原　朋子 (2)

9/19 女子ｽｳｪｰﾃﾞﾝR 慶應義塾大 2.30.14 山梨大 2.31.00 東京医科歯科大 2.37.69 筑波大 2.39.01 東京医科大 2.39.06 自治医科大 2.43.77 獨協医科大 東京女子医科大

  笹山　亜紗子 (5)   山本　理子 (2) ※参考   西出　麻美 (6)   会田　有香 (6)   近兼　絵里香 (1)   伊藤　愛 (4)   宇津木　景子 (1) ※記録なし   出井　翠 (1) ※記録なし

  吉津　亜矢帆 (2)   勝　麻里那 (3)   野津　八千代 (1)   川口　安珠 (2)   岸田　さなえ (3)   枝松　真紀 (1)   栗山　安里子 (4)   椎名　美季 (1)

  阿部　小百合 (2)   三澤　真理 (6)   円城寺　倫子 (2)   小野　綾香 (3)   黒田　裕子 (3)   仲田　真依子 (4)   長　比佐子 (3)   今本　聡美 (1)

  工藤　裕実 (2)   岡村　みずき (1)   北村　瑤子 (3)   後藤　塁 (3)   高瀬　晶子 (4)   富澤　洋子 (1)   川口　真由子 (2)   長谷川　伶奈 (1)

9/19 女子走高跳 山本　遥菜 (1) 1m35 山田　桃子 (4) 1m35 今本　聡美 (1) 1m30 黒田　裕子 (3) 1m25 宮崎　あかり (4) 1m25 小島　聖美 (3) 1m20 大友　有紀子 (2) 1m20

埼玉医科大 筑波大 東京女子医科大 東京医科大 東京医科歯科大 東京医科歯科大 同順 6位 東京医科大 同順 6位

9/19 女子走幅跳 竹田津　史野 (4) 4m47 +0.9 瀬上　和貴 (6) 4m39 -0.2 伊藤　愛 (4) 4m38 +1.3 中小路　絢子 (5) 4m34 +1.5 岩崎　友香 (1) 4m26 +2.1 野津　八千代 (1) 4m13 +0.7 跡部　かおり (4) 4m05 +0.3 會澤　真緒 (2) 3m97 +0.5

東京女子医科大 慶應義塾大 自治医科大 慶應義塾大 獨協医科大 東京医科歯科大 慶應義塾大 川崎聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大

9/19 女子砲丸投 山本　遥菜 (1) 8m42 円城寺　倫子 (2) 7m80 吉津　亜矢帆 (2) 7m79 会田　有香 (6) 6m86 笹山　亜紗子 (5) 6m63 會澤　真緒 (2) 6m56 跡部　かおり (4) 6m28 村田　美咲 (1) 5m92

埼玉医科大 東京医科歯科大 慶應義塾大 筑波大 慶應義塾大 川崎聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大 慶應義塾大 埼玉医科大

9/19 女子円盤投 会田　有香 (6) 24m87 笹山　亜紗子 (5) 24m81 跡部　かおり (4) 23m15 川口　安珠 (2) 19m94 村田　美咲 (1) 19m63 内木場　紗奈 (3) 17m62 小笠原　あゆみ (2) 16m71 濱野　愛里 (1) 16m49

筑波大 慶應義塾大 慶應義塾大 筑波大 埼玉医科大 慶應義塾大 東京女子医科大 順天堂大

9/19 女子やり投 三澤　真理 (6) 37m75 村田　美咲 (1) 31m99 山本　遥菜 (1) 30m08 濱野　愛里 (1) 27m21 会田　有香 (6) 23m67 長谷川　伶奈 (1) 23m22 安島　千咲 (2) 22m88 増田　英莉 (3) 22m09

山梨大 埼玉医科大 埼玉医科大 順天堂大 筑波大 東京女子医科大 山梨大 群馬大

女子総合 118 63.5 52

女子トラック 76 47 32

女子フィールド 42 34 29

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

優勝

慶應義塾大

慶應義塾大

慶應義塾大

２位

東京医科歯科大

東京医科歯科大

埼玉医科大

３位

筑波大

山梨大

筑波大
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日付 種目

9/19 男子ｽｳｪｰﾃﾞﾝR 東京大 2.05.73 筑波大 2.06.25 慶應義塾大 2.06.43 自治医科大 2.06.74 埼玉医科大 2.09.96 東京医科歯科大

予選1組   入江　翔一 (4)   中川　隆嶺 (1)   小林　研太 (3)   寺田　太一 (3)   廣川　哲太郎 (2)   阮　久住 (5) DSQ,*R1

  石井　聡 (4)   萩澤　宏樹 (3)   竜崎　俊亘 (3)   酒井　達也 (5)   末永　慎吾 (3)   山下　将平 (3)

  岸谷　達史朗 (1)   蒲田　久典 (4)   長谷川　哲雄 (6)   田中　一哉 (4)   田中　尚道 (1)   小出　暢章 (6)

  高森　一 (3)   原　優太 (4)   松岡　信成 (4)   田村　大地 (3)   金本　嘉久 (2)   吉田　寛 (3)

9/19 男子ｽｳｪｰﾃﾞﾝR 山梨大 2.07.30 信州大 2.08.10 東京慈恵会医科大 2.08.66 獨協医科大 2.09.13 東京医科大 2.09.67 防衛医科大 2.11.56

予選2組   井上　康浩 (2)   田中　泰裕 (5)   吉田　賢司 (4)   佐藤　陽彦 (2)   大木　健太郎 (3)   伊藤　翼 (1)

  石井　俊史 (5)   竹田　裕 (3)   白石　朋敬 (2)   橋本　涼太 (2)   植松　望武 (3)   今井　一男 (4)

  池田　有 (2)   小野　将臣 (3)   鈴木　陽一 (6)   森　智史 (1)   小森　悠矢 (3)   萩田　大地 (3)

  船橋　洋人 (5)   北川　幹太 (1)   田所　直樹 (5)   石塚　紀行 (4)   中野　宏己 (6)   佐々木　貴優 (6)

9/19 女子800m 松尾　はるか (3) 2.39.29 富澤　洋子 (1) 2.42.25 大平　梓 (2) 2.55.77 大友　有紀子 (2) 3.00.26 中村　早希 (1) 3.23.22 岩瀬　奈津子 (6) 2.53.91

予選1組 東京医科歯科大 自治医科大 筑波大 東京医科大 順天堂大 東京医科歯科大 * op

9/19 女子800m 伊藤　恵理子 (6) 2.34.47 広田　周子 (3) 2.34.94 岩部　佳穂 (1) 2.36.81 吉岡　佳奈 (4) 2.49.30 岸田　さなえ (3) 2.57.50 小島　聖美 (3) 2.59.12 佐藤　千明 (1) 3.05.34

予選2組 東京女子医科大 信州大 慶應義塾大 筑波大 東京医科大 東京医科歯科大 獨協医科大

9/19 女子800m 阿部　小百合 (2) 2.29.47 岡村　みずき (1) 2.29.88 鈴木　詩織 (1) 2.32.24 市野沢　舞 (1) 2.39.55 猪野　碧美 (3) 2.42.12 上田　真由香 (1) 2.52.35

予選3組 慶應義塾大 山梨大 群馬大 筑波大 防衛医科大 順天堂大

9/19 男子800m 高森　一 (3) 2.04.11 鈴木　一史 (3) 2.05.14 林　勇海 (3) 2.06.16 原田　健太郎 (1) 2.35.83

予選1組 東京大 筑波大 慶應義塾大 東京医科大

9/19 男子800m 熊谷　拓磨 (4) 2.04.53 山下　将平 (3) 2.04.85 宇佐美　龍太 (2) 2.10.11 富沢　想 (4) 2.17.15 板宮　孝紘 (2) 2.13.84

予選2組 山梨大 東京医科歯科大 防衛医科大 東京慈恵会医科大 東京大 * op

9/19 男子800m 上田　元 (3) 2.02.89 秋山　達也 (6) 2.04.01 松尾　裕一郎 (4) 2.06.93 梶尾　暢彦 (3) 2.11.20 関　隆実 (1) 2.22.65

予選3組 東京医科大 筑波大 東京大 慶應義塾大 東京医科歯科大

9/19 男子800m 塩見　真一郎 (3) 2.06.53 楊井　祥典 (5) 2.06.94 糸島　亮 (5) 2.09.37 村山　大輔 (3) 2.12.67 橋本　昌也 (2) 2.13.34 松本　龍門 (1) 2.27.16

予選4組 東京大 慶應義塾大 信州大 東京慈恵会医科大 獨協医科大 東京医科大

9/19 女子200m 工藤　裕実 (2) 27.33 高瀬　晶子 (4) 28.67 北村　瑤子 (3) 28.92 永井　和恵 (3) 30.51 村田　愛結 (2) 32.82

予選1組 風:+1.7 慶應義塾大 東京医科大 東京医科歯科大 防衛医科大 東京女子医科大

9/19 女子200m 三澤　真理 (6) 27.64 吉津　亜矢帆 (2) 28.48 橋本　菜々子 (2) 28.94 山口　奈苗 (5) 30.87 西出　麻美 (6) 31.14 奥田　糸子 (3) 31.45 宮西　真央 (1) 31.85 金子　佳代 (1) 35.33

予選2組 風:+0.6 山梨大 慶應義塾大 信州大 順天堂大 東京医科歯科大 埼玉医科大 東京大 獨協医科大

9/19 女子200m 円城寺　倫子 (2) 29.05 笹山　亜紗子 (5) 29.77 伊藤　嘉美 (1) 35.63 下村　理愛 (3) 29.75

予選3組 風:+1.0 東京医科歯科大 慶應義塾大 東京女子医科大 筑波大 * op

9/19 男子200m 入來　景悟 (6) 22.71 吉田　寛 (3) 23.07 宮脇　敦士 (4) 23.48 井上　康浩 (2) 25.47 新井　宏和 (2) 26.53 櫻井　孝相 (1) 27.22

予選1組 風:+1.3 慶應義塾大 東京医科歯科大 東京大 山梨大 東京慈恵会医科大 信州大

9/19 男子200m 岩崎　司 (4) 22.79 鳥光　拓人 (3) 23.02 鈴木　陽一 (6) 23.25 竹田　裕 (3) 24.30 今井　一男 (4) 24.81 玉田　啓太 (3) 25.07 近藤　晃 (4) 25.14

予選2組 風:+0.9 順天堂大 慶應義塾大 東京慈恵会医科大 信州大 防衛医科大 昭和大 日本大

9/19 男子200m 石井　聡 (4) 23.10 村田　哲 (2) 23.27 小野　将臣 (3) 23.98 伊藤　翼 (1) 24.27 小森　悠矢 (3) 24.91 西　卓也 (3) 26.15

予選3組 風:+0.6 東京大 日本大 信州大 防衛医科大 東京医科大 順天堂大

9/19 男子200m 田所　直樹 (5) 23.69 中野　宏己 (6) 23.75 原　湖楠 (4) 24.02 近藤　慶太 (1) 24.17 末永　慎吾 (3) 24.33 小池　隆登 (5) 26.66

予選4組 風:-0.2 東京慈恵会医科大 東京医科大 東京大 慶應義塾大 埼玉医科大 群馬大

9/19 OP男子200m 萩原　秀一 (2) 23.25 染谷　彰 (OB) 24.19 辻本　賢樹 (OB) 24.37 松尾　一樹 (1) 24.80 徳永　佳紀 (1) 25.24 水野　敬宏 (6) 25.45

風:+0.6 慶應義塾大 東京医科歯科大 群馬大 東京医科歯科大 東京医科歯科大 日本大

9/19 女子4×100mR 山梨大 53.74 東京女子医科大 55.31 順天堂大 55.64 東京医科大 56.04 自治医科大 56.96

予選1組   山本　理子 (2)   長谷川　伶奈 (1)   土佐　翠 (3)   近兼　絵里香 (1)   富澤　洋子 (1)

  勝　麻里那 (3)   中田　千香子 (3)   日名子　美樹 (1)   高瀬　晶子 (4)   枝松　真紀 (1)

  原間　智子 (3)   今本　聡美 (1)   稲木　瑞花 (1)   岸田　さなえ (3)   伊藤　愛 (4)

  三澤　真理 (6)   河原　朋子 (2)   外崎　万里 (2)   黒田　裕子 (3)   中川　彩子 (1)

9/19 女子4×100mR 慶應義塾大 53.55 埼玉医科大 54.44 東京医科歯科大 54.58 獨協医科大 56.35 筑波大 56.56

予選2組   笹山　亜紗子 (5)   山本　遥菜 (1)   西出　麻美 (6)   栗山　安里子 (4)   川口　安珠 (2)

  工藤　裕実 (2)   新井　礼 (1)   野津　八千代 (1)   川口　真由子 (2)   小野　綾香 (3)

  中小路　絢子 (5)   岡本　紀葉 (4)   円城寺　倫子 (2)   宇津木　景子 (1)   市野沢　舞 (1)

  吉津　亜矢帆 (2)   生駒　千晶 (3)   北村　瑤子 (3)   長　比佐子 (3)   会田　有香 (6)

9/19 男子4×100mR 慶應義塾大 43.32 東京大 44.86 筑波大 45.08 自治医科大 45.53

予選1組   小林　研太 (3)   石井　聡 (4)   中川　隆嶺 (1)   田中　一哉 (4)

  竜崎　俊亘 (3)   原　湖楠 (4)   蒲田　久典 (4)   田村　大地 (3)

  鳥光　拓人 (3)   塩見　真一郎 (3)   萩澤　宏樹 (3)   酒井　達也 (5)

  入來　景悟 (6)   宮脇　敦士 (4)   原　優太 (4)   今井　洋文 (6)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
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9/19 男子4×100mR 信州大 45.86 日本大 46.34 獨協医科大 46.42 東京医科大 47.06

予選2組   田中　泰裕 (5)   瀬戸　比呂木 (4)   佐藤　陽彦 (2)   植松　望武 (3)

  小野　将臣 (3)   村田　哲 (2)   橋本　涼太 (2)   小森　悠矢 (3)

  北川　幹太 (1)   見澤　大輔 (1)   石塚　紀行 (4)   中野　宏己 (6)

  竹田　裕 (3)   丹羽　悠介 (2)   森　智史 (1)   大木　健太郎 (3)

9/19 男子400mH 松原　佑太 (1) 1.00.52 須貝　　秀平 (2) 1.02.68 松尾　裕一郎 (4) 1.02.94 結城　将明 (3) 1.02.96 大石　敦之 (OB) 1.04.86 高梨　幹生 (OB) 1.06.01

ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 慶應義塾大 東京大 東京大 東京大 東京医科歯科大 * op 東京大 * op

9/19 男子400mH 田村　大地 (3) 0.58.23 松岡　信成 (4) 0.58.78 萩澤　宏樹 (3) 0.59.07 北川　幹太 (1) 0.59.18 佐々木　貴紀 (5) 1.00.71 原　優太 (4)

ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 自治医科大 慶應義塾大 筑波大 信州大 慶應義塾大 筑波大 同順 DNF

9/19 男子1500m 鈴木　一史 (3) 4.33.21 山本　祐資 (1) 4.33.29 大島　和輝 (5) 4.33.46 青木　亮 (3) 4.33.85 山下　匠 (6) 4.34.03 吉富　俊彦 (3) 4.38.67 稲葉　俊介 (2) 4.40.22 倉沢　勘太 (2) 4.44.23

予選1組 筑波大 杏林大 慶應義塾大 山梨大 自治医科大 防衛医科大 東京医科歯科大 順天堂大

板宮　孝紘 (2) 4.48.24 本間　誠淳 (2) 4.49.04 松井　俊之 (1) 4.51.12 川崎　一史 (3) 4.51.41 清水　諭 (2) 5.17.70 安田　健一 (1) 5.27.52 田子内　道徹 (4) 4.36.83

東京大 順天堂大 東京医科大 埼玉医科大 日本大 東京慈恵会医科大 東京医科歯科大 * op

9/19 男子1500m 岩渕　良平 (4) 4.21.06 八木　慎太郎 (3) 4.21.98 稲川　優多 (4) 4.32.06 高森　一 (3) 4.32.46 金武　嵩英 (1) 4.32.89 木村　友沢 (4) 4.33.31 長友　一樹 (1) 4.34.57 細谷　雄大 (1) 4.35.03

予選2組 信州大 川崎聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大 山梨大 東京大 防衛医科大 群馬大 筑波大 獨協医科大

山下　将平 (3) 4.40.65 青野　大地 (1) 4.44.52 石鎚　啓 (2) 4.50.36 福田　翔 (5) 4.52.60 鈴木　統大 (2) 4.53.18 田辺　健児 (1) 4.57.78 森島　光一郎 (2) 5.17.37 柴崎　知生 (1) 5.22.44

東京医科歯科大 順天堂大 慶應義塾大 獨協医科大 昭和大 東京医科歯科大 日本大 日本大

押川　一達 (3) 5.36.18 谷本　直彦 (1) 5.57.08 難波　聡 (OB) 4.30.32

埼玉医科大 杏林大 東京大 同順 * op

9/19 男子3000mSC 福原　伸彦 (5) 10.01.70 山下　博司 (3) 10.12.19 小出　暢章 (6) 10.13.19 大和田　淳也 (5) 10.13.54 佐々木　裕明 (2) 10.35.96 釜田　祥史 (4) 10.45.57 花井　翔 (2) 10.52.32 糸島　亮 (5) 10.57.17

決勝 自治医科大 東京大 東京医科歯科大 筑波大 防衛医科大 自治医科大 筑波大 信州大

山ノ内　　拓実 (3) 11.28.13 高石　拓 (2) 11.35.76 曽田　悠葵 (6) 12.13.59 竹内　郁人 (2) 13.47.16

群馬大 東京大 防衛医科大 順天堂大

9/19 女子400m 工藤　裕実 (2) 65.95 外崎　万里 (2) 67.76 富澤　洋子 (1) 68.86 北村　瑤子 (3) 69.56

予選1組 慶應義塾大 順天堂大 自治医科大 東京医科歯科大

9/19 女子400m 鈴木　詩織 (1) 65.25 松井　法恵 (3) 66.77 円城寺　倫子 (2) 67.75 中田　千香子 (3) 68.60 野津　八千代 (1) 70.16

予選2組 群馬大 杏林大 東京医科歯科大 東京女子医科大 東京医科歯科大

9/19 男子400m 池田　有 (2) 53.40 松岡　信成 (4) 53.90 大木　遼佑 (4) 54.77

予選1組 山梨大 慶應義塾大 順天堂大

9/19 男子400m 塩見　真一郎 (3) 53.69 田村　大地 (3) 54.30 松原　佑太 (1) 55.78 高橋　篤史 (2) 56.09

予選2組 東京大 自治医科大 慶應義塾大 東京医科大

9/19 男子400m 金本　嘉久 (2) 52.57 澁澤　裕史 (5) 53.09 近藤　慶太 (1) 56.09 玉田　啓太 (3) 57.13

予選3組 埼玉医科大 山梨大 慶應義塾大 昭和大

9/19 男子400m 宮脇　敦士 (4) 52.87 原　優太 (4) 53.84 小野　将臣 (3) 54.16 中野　宏己 (6) 54.90 小島　一樹 (4) 55.45 酒井　達也 (5) 59.39

予選4組 東京大 筑波大 信州大 東京医科大 順天堂大 自治医科大

9/19 女子100m 小野　綾香 (3) 13.46 新井　礼 (1) 13.98 西出　麻美 (6) 14.44 永井　和恵 (3) 14.48 今本　聡美 (1) 14.52 佐藤　瑠美 (1) 16.80 藤澤　美香 (2) 17.73

予選1組 風:+0.2 筑波大 埼玉医科大 東京医科歯科大 防衛医科大 東京女子医科大 東京医科大 順天堂大

9/19 女子100m 吉津　亜矢帆 (2) 13.77 橋本　菜々子 (2) 13.87 岡本　紀葉 (4) 14.06 石川　美香 (3) 14.29 土佐　翠 (3) 14.67 出井　翠 (1) 18.09

予選2組 風:-1.4 慶應義塾大 信州大 埼玉医科大 昭和大 順天堂大 東京女子医科大

9/19 女子100m 三澤　真理 (6) 13.31 高瀬　晶子 (4) 13.78 日名子　美樹 (1) 14.15 笹山　亜紗子 (5) 14.36 河原　朋子 (2) 14.43 生駒　千晶 (3) 14.84 三井　紗由美 (1) 15.52 田宮　蘭 (1) 16.19

予選3組 風:-0.2 山梨大 東京医科大 順天堂大 慶應義塾大 東京女子医科大 埼玉医科大 獨協医科大 日本大

9/19 OP女子100m 吹野　恵子 (3) 13.51 川野　亜也奈 (1) 14.07 長谷川　伶奈 (1) 14.75 奥田　糸子 (3) 15.30

風:+1.4 東京医科歯科大 東京医科歯科大 東京女子医科大 埼玉医科大

9/19 男子100m 鳥光　拓人 (3) 11.32 石井　聡 (4) 11.54 石井　俊史 (5) 11.67 見澤　大輔 (1) 12.00 今井　一男 (4) 12.14 西岡　誠 (4) 武山　泰 (1)

予選1組 風:0.0 慶應義塾大 東京大 山梨大 日本大 防衛医科大 信州大 同順 DNS 日本医科大 同順 DNS

9/19 男子100m 船橋　洋人 (5) 11.05 松原　孝明 (4) 11.63 末永　慎吾 (3) 12.00 伊藤　竜 (5) 12.35 中村　祐輔 (1) 12.50 西　卓也 (3) 12.62 中野　宏己 (6) 沓名　章仁 (6)

予選2組 風:+0.6 山梨大 昭和大 埼玉医科大 群馬大 東京慈恵会医科大 順天堂大 東京医科大 同順 DNS 日本医科大 同順 DNS

9/19 男子100m 中山　大輔 (4) 11.20 入來　景悟 (6) 11.22 朝蔭　正樹 (2) 12.72 木佐貫　祐輝 (1) 13.13 渡邊　健史 (2) 大木　遼佑 (4) 池田　守登 (4) 入江　翔一 (4)

予選3組 風:0.0 防衛医科大 慶應義塾大 東京医科大 昭和大 群馬大 同順 DNS 順天堂大 同順 DNS 東京慈恵会医科大同順 DNS 東京大 同順 DNS

9/19 男子100m 村田　哲 (2) 11.51 伊藤　翼 (1) 12.04 小森　悠矢 (3) 12.18 廣川　哲太郎 (2) 12.28 野村　彰宏 (2) 喜多　望海 (1) 岡　英一郎 (6)

予選4組 風:0.0 日本大 防衛医科大 東京医科大 埼玉医科大 杏林大 同順 DNS 山梨大 同順 DNS 日本医科大 同順 DNS

9/19 男子100m 栗山　翔司 (5) 11.67 中川　隆嶺 (1) 11.72 岸谷　達史朗 (1) 12.20 瀬戸　比呂木 (4) 12.44 森　悠樹 (4) 酒井　貴央 (2) 水野　伸介 (4)

予選5組 風:+0.6 昭和大 筑波大 東京大 日本大 埼玉医科大 同順 DNS 自治医科大 同順 DNS 信州大 同順 DNS

9/19 男子100m 田中　一哉 (4) 11.28 竜崎　俊亘 (3) 11.33 吉田　寛 (3) 11.68 小池　隆登 (5) 13.01 櫻井　孝相 (1) 13.31 高橋　俊博 (1) 阪本　浩一朗 (4)

予選6組 風:0.0 自治医科大 慶應義塾大 東京医科歯科大 群馬大 信州大 杏林大 同順 DNS 順天堂大 同順 DNS
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第 ２７ 回　関東医科大学対抗陸上競技大会 コード　10501312 トラック予選・９名以上決勝 日付　平成２２年　９月１９日(日) 競技場　　栃木県総合運動公園陸上競技場 競技場コード　091010 審 判 長 志田　利宏

記録主任 奥山　俊昭

日付 種目

9/19 OP男子100m 萩原　秀一 (2) 11.56 松村　富穂 (OB) 11.56 染谷　彰 (OB) 12.10 水野　敬宏 (6) 12.45 大石　敦之 (OB) 12.83 川嶋　直之 (1) 13.06 岸谷　達史朗 (1)

予選1組 風:+0.2 慶應義塾大 信州大 東京医科歯科大 日本大 東京医科歯科大 埼玉医科大 東京大 同順 DNS

9/19 OP男子100m 辻本　賢樹 (OB) 11.93 丹羽　悠介 (2) 12.62 水谷　洋介 (2) 12.79 岩崎　源 (1) 12.90 森　悠樹 (4) 13.16 長谷部　智久 (1) 14.07

予選2組 風:+0.6 群馬大 日本大 慶應義塾大 東京医科大 埼玉医科大 埼玉医科大

9/19 女子1500m 松尾　はるか (3) 5.11.23 阿部　小百合 (2) 5.13.76 仲田　真依子 (4) 5.19.23 増田　英莉 (3) 5.31.91 吉田　千紗 (5) 5.32.89 猪野　碧美 (3) 5.34.01 吉岡　佳奈 (4) 5.43.78 大武　梨奈 (2) 5.46.48

東京医科歯科大 慶應義塾大 自治医科大 群馬大 順天堂大 防衛医科大 筑波大 順天堂大

橋本　沙和 (1) 5.53.48 大平　梓 (2) 5.55.55 椎名　美季 (1) 6.03.77 宮西　真央 (1) 6.05.71 本間　美帆 (1) 6.05.94 青木　朋佳 (3) 6.12.78 荘司　亜由香 (2) 6.21.15 若菜　佑香 (3) 6.22.34

東京医科大 筑波大 東京女子医科大 東京大 筑波大 埼玉医科大 防衛医科大 獨協医科大

木下　知香 (1) 6.22.93 河越　ゆかり (2) 6.24.44 伊藤　有理 (1) 6.27.12 水庭　千尋 (4) 6.35.41 岡　加穂子 (2) 6.58.80 山本　真里奈 (3) 7.02.94

獨協医科大 東京女子医科大 東京医科大 東京医科歯科大 東京医科大 東京女子医科大

9/19 男子1500m 高森　一 (3) 4.11.49 山本　祐資 (1) 4.11.85 岩渕　良平 (4) 4.13.67 大島　和輝 (5) 4.15.95 鈴木　一史 (3) 4.18.53 稲川　優多 (4) 4.28.65 山下　匠 (6) 4.29.72 青木　亮 (3) 4.32.73

東京大 杏林大 信州大 慶應義塾大 筑波大 山梨大 自治医科大 山梨大

金武　嵩英 (1) 4.33.52 木村　友沢 (4) 4.37.59 吉富　俊彦 (3) 4.38.09 細谷　雄大 (1) 4.38.94 長友　一樹 (1) 4.42.06

防衛医科大 群馬大 防衛医科大 獨協医科大 筑波大

9/19 男子走高跳 橋山　卓弘 (2) 1m85 蒲田　久典 (4) 1m75 萩田　大地 (3) 1m75 岩田　賢太郎 (1) 1m65 新井　絢也 (3) 1m55 小林　研太 (3) 1m50 奥村　光一郎 (2) 1m50 江上　将平 (OB) 1m92

慶應義塾大 筑波大 同順 防衛医科大 同順 慶應義塾大 東京大 慶應義塾大 東京医科大 慶應義塾大 * op

9/19 女子100mH 近兼　絵里香 (1) 18.22 富澤　洋子 (1) 18.71 稲木　瑞花 (1) 20.90

予選1組 風:+0.8 東京医科大 自治医科大 順天堂大

9/19 女子100mH 中小路　絢子 (5) 18.34 竹田津　史野 (4) 19.19 中田　千香子 (3) 19.28 内木場　紗奈 (3) 19.64 西出　麻美 (6) 20.59 山田　桃子 (4) 21.59 宮崎　あかり (4) 21.86

予選2組 風:+0.3 慶應義塾大 東京女子医科大 東京女子医科大 慶應義塾大 東京医科歯科大 筑波大 東京医科歯科大

9/19 男子110mH 橋山　卓弘 (2) 17.32 佐々木　貴紀 (5) 17.69 結城　将明 (3) 18.83 江上　将平 (OB) 16.77

予選1組 風:+0.1 慶應義塾大 慶應義塾大 東京大 慶應義塾大 同順

9/19 男子110mH 鈴木　陽一 (6) 15.36 萩澤　宏樹 (3) 15.40 橋本　涼太 (2) 16.20 松岡　信成 (4) 17.19 蒲田　久典 (4) 18.26 原　湖楠 (4) 19.70

予選2組 風:0.0 東京慈恵会医科大 筑波大 獨協医科大 慶應義塾大 筑波大 東京大

9/19 女子100m 三澤　真理 (6) 13.11 小野　綾香 (3) 13.46 吉津　亜矢帆 (2) 13.71 新井　礼 (1) 13.78 高瀬　晶子 (4) 13.90 橋本　菜々子 (2) 14.08 日名子　美樹 (1) 14.15 岡本　紀葉 (4) 14.20

風:-0.2 山梨大 筑波大 慶應義塾大 埼玉医科大 東京医科大 信州大 順天堂大 埼玉医科大

9/19 女子3000m 後藤　塁 (3) 10.54.99 長倉　瑞恵 (2) 11.00.80 松尾　はるか (3) 11.23.53 木村　奈々恵 (1) 11.27.46 仲田　真依子 (4) 11.36.07 岩部　佳穂 (1) 12.07.88 中沢　美帆 (3) 12.10.66 市野沢　舞 (1) 12.13.18

筑波大 信州大 東京医科歯科大 順天堂大 自治医科大 慶應義塾大 順天堂大 筑波大

徳富　裕子 (4) 13.59.20 谷　英里香 (2) 14.13.15 野牛　聖那 (1) 14.17.50

東京医科大 順天堂大 東京医科大

9/19 男子5000m 佐野　康徳 (5) 16.08.51 大島　和輝 (5) 16.09.07 大和田　淳也 (5) 16.14.10 山下　博司 (3) 16.30.14 横倉　智行 (2) 16.31.97 福原　伸彦 (5) 16.43.95 白鳥　安利 (6) 17.02.32 熊谷　拓磨 (4) 17.14.98

神奈川慶應義塾大 埼玉慶應義塾大 茨城筑波大 東京大 東京医科大 栃木自治医科大 栃木獨協医科大 山梨大

花井　翔 (2) 17.44.94 高石　拓 (2) 17.57.64 石山　裕介 (OB) 18.47.14 村山　大輔 (3) 18.53.24 生田目　拓 (1) 18.54.97 長友　一樹 (1) 19.03.22 川崎　一史 (3) 19.32.43 関谷　龍 (1) 20.29.64

茨城筑波大 東京大 栃木自治医科大 東京慈恵会医科大 東京医科歯科大 茨城筑波大 埼玉埼玉医科大 埼玉埼玉医科大

家村　秀俊 (3) 21.44.86 斎藤　賢治 (OB) 17.31.99 富澤　信夫 (OB) 17.05.93 難波　聡 (OB) 18.45.88

埼玉埼玉医科大 埼玉埼玉医科大 * op 東京大 * op 東京大 * op

9/19 女子スウェーデンR山梨大 2.31.00 獨協医科大 東京女子医科大

ﾀｲﾑﾚｰｽ1組   山本　理子 (2) ※参考   宇津木　景子 (1) ※記録なし   出井　翠 (1) ※記録なし

  勝　麻里那 (3)   栗山　安里子 (4)   椎名　美季 (1)

  三澤　真理 (6)   長　比佐子 (3)   今本　聡美 (1)

  岡村　みずき (1)   川口　真由子 (2)   長谷川　伶奈 (1)

9/19 女子ｽｳｪｰﾃﾞﾝR 慶應義塾大 2.30.14 東京医科歯科大 2.37.69 筑波大 2.39.01 東京医科大 2.39.06 自治医科大 2.43.77

ﾀｲﾑﾚｰｽ2組   笹山　亜紗子 (5)   西出　麻美 (6)   会田　有香 (6)   近兼　絵里香 (1)   伊藤　愛 (4)

  吉津　亜矢帆 (2)   野津　八千代 (1)   川口　安珠 (2)   岸田　さなえ (3)   枝松　真紀 (1)

  阿部　小百合 (2)   円城寺　倫子 (2)   小野　綾香 (3)   黒田　裕子 (3)   仲田　真依子 (4)

  工藤　裕実 (2)   北村　瑤子 (3)   後藤　塁 (3)   高瀬　晶子 (4)   富澤　洋子 (1)

9/19 男子ｽｳｪｰﾃﾞﾝＲ 慶應義塾大 2.01.66 東京大 2.02.02 筑波大 2.02.33 自治医科大 2.05.45 埼玉医科大 2.06.90 東京医科歯科大 2.10.31

ﾀｲﾑﾚｰｽ1組   小林　研太 (3)   石井　聡 (4)   蒲田　久典 (4)   酒井　達也 (5)   廣川　哲太郎 (2)   阮　久住 (5)

  鳥光　拓人 (3)   宮脇　敦士 (4)   萩澤　宏樹 (3)   今井　洋文 (6)   末永　慎吾 (3)   山下　将平 (3)

  長谷川　哲雄 (6)   原　湖楠 (4)   中川　隆嶺 (1)   田中　一哉 (4)   田中　尚道 (1)   小出　暢章 (6)

  入來　景悟 (6)   塩見　真一郎 (3)   秋山　達也 (6)   田村　大地 (3)   金本　嘉久 (2)   吉田　寛 (3)

9/19 男子ｽｳｪｰﾃﾞﾝＲ 山梨大 2.01.96 信州大 2.03.85 東京医科大 2.05.71 東京慈恵会医科大 2.06.42 防衛医科大 2.06.45 獨協医科大 2.11.30

ﾀｲﾑﾚｰｽ2組   井上　康浩 (2)   田中　泰裕 (5)   大木　健太郎 (3)   中村　祐輔 (1)   伊藤　翼 (1)   佐藤　陽彦 (2)

  石井　俊史 (5)   竹田　裕 (3)   小森　悠矢 (3)   鈴木　陽一 (6)   今井　一男 (4)   橋本　涼太 (2)

  池田　有 (2)   小野　将臣 (3)   中野　宏己 (6)   白石　朋敬 (2)   中山　大輔 (4)   森　智史 (1)

  船橋　洋人 (5)   北川　幹太 (1)   上田　元 (3)   田所　直樹 (5)   萩田　大地 (3)   石塚　紀行 (4)
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