
第 33 回国公立 27 大学対校陸上競技大会 

熊谷スポーツ公園陸上競技場 

2018 年９月 18 日～20 日 

 

種目 競技者（学年） 記録 風 順位 備考 

男子 100ｍ 三浦 直也（3） 11”52 ＋1.4  PB 

森岡 晃久（1） 11”91 ＋1.4   

禿 健（1） 12”03 ＋0.8   

男子 100ｍＯＰ 宮本 祐輔（4） 12”16 ＋0.3   

大高 健（2） 12”23 ＋0.4   

高井 信輝（2） ＤＮＳ    

男子 200ｍ 成澤 悠平（4） 24”63 ＋1.4   

三浦 直也（3） 23”22 ＋1.8   

高井 信輝（2） DNS    

男子 400ｍ 成澤 悠平（4） 55”22    

平田 俊太郎（4） 53”05    

高井 信輝（2） 54”75    

男子 400ｍＯＰ 宮本 祐輔（4） 53”59    

多田 源（3） 59”24    

男子 800ｍ 後藤 健介（4） 2’00”77    

石渡 謙（2） 1’57”88    

宇津木 玲桜（1） 2’09”61   UB 

男子 800ｍ準決勝 石渡 謙（2） 1’56”84    

男子 800ｍ決勝 石渡 謙（2） 1’54”73  優勝  

男子 1500ｍ 石渡 謙（2） 4’04”75    

折井 良太（2） 4’13”53    

貝塚 泰基（1） 4’10”25    

男子 1500ｍ決勝 石渡 謙（2） 4’14”22    

男子 1500ｍＯＰ 後藤 健介（4） 4’16”78    

木村 龍太（4） 4’23”55    

一色 大瑚（3） 4’30”45    

宇津木 玲桜（1） 4’31”23   UB 

男子 5000ｍ 牧野 和馬（3） 16’10”93    

折井 良太（2） 15’56”88    



貝塚 泰基（1） 15’38”92   UB 

男子 5000ｍＯＰ 木村 龍太（4） 16’41”02   PB 

一色 大瑚（3） 16’57”38    

男子 10000ｍ 牧野 和馬（3） 35’19”97    

男子 10000ｍＯＰ 一色 大瑚（3） DNS    

男子 400ｍＨ 竹井 健太朗（2） 57”32    

男子 3000ｍＳＣ 木村 龍太（4） DQ    

牧野 和馬（3） 10’14”81    

貝塚 泰基（1） 9’46”04   UB 

男子走幅跳 三浦 直也（3） 5m97 ＋0.9   

森岡 晃久（1） 6m68 －0.4  UB 

禿 健（1） 5m97 －0.4   

男子ハンマー投 久津見 祥太（2） 35m37  ５位 PB,関カレ標準突破 

男子 4×100ｍＲ  ＤＮＳ    

男子 4×400ｍＲ ①平田②石渡 

③竹井④三浦 

3’25”36    

女子 100ｍ 吉澤 七海（1） 13”69 ＋0.8   

女子 100ｍＯＰ 佐曽利 栞（3） 14“59 ＋1.1   

女子 400ｍ 桑野 渚（1） 1’05”17    

女子 800ｍ 寺西 千明（3） 2’36”74    

桑野 渚（1） 2’32”10    

女子 1500ｍ 鈴木 萌乃香（4） 5’10”92    

野々瀬 明日香

（1） 

5’24”40    

女子 1500ｍＯＰ 寺西 千明（3） 5’25”68    

女子 5000ｍ 鈴木 萌乃香（4） 18’55”93    

女子 100ｍＨ 松村 涼（4） 15”08 －0.2   

女子 100ｍＨ決勝 松村 涼（4） 14”81 ＋1.2 ８位  

女子 400ｍＨ 

 

松村 涼（4） 1’02”85    

尾崎 真椰（4） 1’14”76   UB 

女子 400ｍＨ決勝 松村 涼（4） 1‘01“08  ２位  

女子走高跳ＯＰ 佐曽利 栞 1m45   PB 

女子走幅跳 飯田 礼美子（1） 4m36 ＋0.4   

女子三段跳 熊田 結月（1） 9m90 ＋0.2   



女子 4×100ｍＲ ①飯田②松村 

③尾崎④吉澤 

53”09 

 

 

 

 

 

 

 

女子 4×400ｍＲ ①松村②桑野 

③寺西④尾崎 

4’18”30 

 

 

 

 

 

 

 

 


