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種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

対校男子100ｍ

風：+0.8

安藤    聖人(1)                    10.84

東京経済

出口    弦輝(2)                    11.22

明治学院

西川    翔(2)                        11.26

東京経済

多田    涼太郎(2)                11.34

明治学院

降矢    智弘(1)                    11.60

東京経済

井上    洸希(2)                    11.62

明治学院

OP男子100ｍ 柏木    優(3)           10.98(+1.5)

東京経済

狩野    温(2)           11.29(+1.5)

明治学院

渡辺    公己(3)       11.55(+1.5)

東京経済

小幡    克志(3)       11.56(+1.5)

東京経済

山田    雅崇(3)       11.65(+1.5)

東京経済

土屋    至輝(1)       12.06(+1.5)

明治学院

竹下    元希(1)       12.13(+1.5)

東京経済

石上    健也(1)       12.22(+1.5)

明治学院

OP男子200ｍ 柏木    優(3)            22.41(-0.8)

東京経済

出口    弦輝(2)        23.06(-0.8)

明治学院

山田    雅崇(3)        23.57(-0.8)

東京経済

石田    燿(4)            25.43(-0.8)

東京経済

石川    大翔(1)        25.76(-0.8)

明治学院

対校男子400ｍ 山口    泰知(1)                    51.01

明治学院

笠原    隼人(1)                    51.06

東京経済

小林    満照(3)                    52.69

東京経済

櫻井    勇生(2)                    54.57

東京経済

OP男子800ｍ 小林    徹(1)                   1:59.53

東京経済

山内    宥翔(1)               2:01.96

明治学院

笠原    隼人(1)               2:02.00

東京経済

小瀧    愛都(2)               2:11.95

明治学院

櫻井    勇生(2)               2:15.01

東京経済

対校男子1500ｍ 下田    大翔(2)               3:55.62

東京経済                               GR

石川    晃大(3)               3:57.09

東京経済

福井    悠斗(3)               4:10.51

東京経済

OP男子1500ｍ 益子    翔太郎(4)            4:00.82

東京経済

島津    健介(4)               4:00.91

東京経済

新城    龍祐(4)               4:01.51

東京経済

渡邉    礼恩(4)               4:06.44

東京経済

古橋    翼(1)                   5:08.67

明治学院

対校男子4×100ｍＲ

明治学院                               43.40

多田    涼太郎(2)出口    弦輝(2) 井

上    洸希(2) 狩野    温(2)

東京経済                                DQ

竹下    元希(1)降矢    智弘(1)安藤

聖人(1)栗山    隼河(1)

対校男子4×400ｍＲ

明治学院                       3:29.94山

口    泰知(1)

小瀧    愛都(2)幾井    勇丞(1)

山内    宥翔(1)

東京経済                       3:30.63笠原

隼人(1)

小林    徹(1) 櫻井    勇生(2)

西川    翔(2)

小瀧    愛都(2)                  1m85

明治学院

渡辺    公己(3)                  1m85東京

経済

OP男子走高跳 岡田    未来(4)                  1m85

東京経済

中村    健人(4)                  1m85

東京経済

仲    龍勢(4)                     1ｍ70

東京経済

対校男子走幅跳 栗山    隼河(1)        5m99(-0.6)

東京経済

OP男子走幅跳 仲    龍勢(4)          6m85(±0.0)

東京経済

中村    健人(4)        5m63(-1.8)

東京経済

OP男子三段跳 仲    龍勢(4)        14m09(+0.7)

東京経済

稲田    翔太(2)      13m09(+1.5)

東京経済

中村    健人(4)     12m72(±0.0)

東京経済

対校男子砲丸投 大沢    彩斗(3)                11m75

東京経済

土屋    至輝(2)                11m47

明治学院

小林    満照(3)               10ｍ64

東京経済

石上    健也(1)                  8m73

明治学院

対校男子やり投 佐々木    陽(4)                54m46

東京経済

今泉    文治(4)               48ｍ65

東京経済

鈴木    雅也(2)               48ｍ50

明治学院

小林    凌(4)                   39ｍ50

東京経済

OP男子やり投 中村    健人(4)                35m19

東京経済

OP男子円盤投 小林    凌(4)                   34ｍ43

東京経済

大沢    彩斗(3)                32m04

東京経済

島倉    匠(1)                   31ｍ64

東京経済

佐々木    陽(4)               27ｍ03

東京経済

総合 東京経済                             31点 明治学院                             16点

トラック 東京経済                             14点 明治学院                             11点

フィールド 東京経済                             17点 明治学院                               5点

7

第56回東京経済大学対明治学院大学定期対校陸上競技大会【22632901】

鴻巣市陸上競技場【113070】
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対校男子走高跳

稲田    翔太(2)                  1m95東

京経済


