
第85回北信越学生陸上競技対校選手権大会                                          
　期日：平成23年5月21日（土）・22日（日）                                       
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 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
05/21 女子  +2.9 小尾 麻菜(4) 11.94 宮口 智子(1) 12.22 結城 祥子(4) 12.34 平沢 薫(4) 12.43 飛弾 あかり(4) 12.58 前田 千菜美(2) 12.75 藤森 由貴(3) 12.91

100m 福井･金沢大 石川･星稜大 石川･金沢大 新潟･新潟大 富山･富山大 新潟･新潟大 石川･金沢大
05/22  -0.2 小尾 麻菜(4) 24.95 林 あゆみ(4) 25.32 宮口 智子(1) 25.65 平沢 薫(4) 25.95 奈良 はるか(2) 26.11 澤田 真那(3) 26.31 藤森 由貴(3) 27.05 佐藤 睦子(4) 27.12

200m 福井･金沢大 石川･星稜大 石川･星稜大 新潟･新潟大 新潟･新潟大 長野･信州大 石川･金沢大 新潟･新医福大
05/21 林 あゆみ(4) 57.05 奈良 はるか(2) 57.73 佐藤 睦子(4) 58.41 相山 奈央(2) 58.98 澤田 真那(3) 59.49 内山 栞(2) 1,00.06 津野 智美(2) 1,00.13 小林 果鈴(2) 1,01.68

400m 石川･星稜大 新潟･新潟大 新潟･新医福大 石川･星稜大 長野･信州大 新潟･新医福大 新潟･新潟大 長野･松本大
05/22 夏野 愛未(2) 2,25.93 橋本 沙也(5) 2,27.11 内蔵 萌(2) 2,27.66 嶋野 夏美(3) 2,28.72 松原 ゆか(2) 2,29.57 武田 彩季(1) 2,29.61 猪又 みのり(4) 2,32.94 望月 みなみ(2) 2,39.50

800m 新潟･新潟大 富山･富山高専 長野･信州大 福井･新潟大 新潟･新医福大 石川･星稜大 新潟･新潟大 新潟･新医福大
05/21 秋山 澪(3) 4,46.02 渡辺 杏澪(3) 4,50.81 堀内 曜子(1) 4,54.04 柴澤 真南美(3) 4,55.95 内蔵 萌(2) 4,56.33 中沢 萌(2) 4,59.51 大井 亜祐実(2) 4,59.55 山田 梨紗(4) 4,59.99

1500m 新潟･新潟大 新潟･新潟大 新潟･新医福大M 新潟･新医福大 長野･信州大 長野･信州大 長野･金沢大 富山･富山大
05/22 秋山 澪(3) 17,39.09 今野 まどか(2) 17,39.37 堀内 曜子(1) 17,48.27 渡辺 杏澪(3) 18,02.76 柴澤 真南美(3) 18,04.31 大井 亜祐実(2) 18,11.61 中沢 萌(2) 19,00.27 稲置 汐里(3) 19,04.75

5000m 新潟･新潟大 山形･新潟大M 新潟･新医福大M 新潟･新潟大 新潟･新医福大 長野･金沢大 長野･信州大 石川･星稜大
05/21 今野 まどか(2) 37,27.21 大井 亜祐実(2) 40,00.62 嶋野 夏美(3) 43,06.45 西脇 安耶(4) 43,38.37 武田 彩季(1) 46,09.79 宮村 好美(3) 46,53.52

10000m 山形･新潟大M 長野･金沢大 福井･新潟大 石川･金沢大 石川･星稜大 新潟･新潟大
05/21  +3.8 桑野 沙紀(4) 14.23 立花 千春(2) 14.85 竹内 恵梨子(2) 14.97 関 真優(1) 15.58 本折 あゆみ(3) 16.05 宮澤 七夕子(1) 16.16 中田 満喜(4) 17.79

100mH(0.840m) 新潟･新医福大 長野･松本大 石川･星稜大 長野･松本大 富山･富山大 長野･信州大 富山･富山大
05/22 結城 祥子(4) 1,03.70 竹内 恵梨子(2) 1,06.29 佐藤 阿子(3) 1,07.80 植木 夏海(1) 1,09.33 関 真優(1) 1,09.64 畑中 清楓(1) 1,10.04 工藤 友紀(1) 1,10.31

400mH(0.762m) 石川･金沢大 石川･星稜大 新潟･新潟大 新潟･新医福大 長野･松本大 石川･星稜大 新潟･新潟大
05/22 髙木 志穂(2) 49,43.20 光田 理子(3) 51,21.13 谷本 佳代(3) 53,19.63 脇本 望(1) 58,10.22 竹島 早梨奈(2)1:01,00.99

10000mW 石川･小松短大 長野･信州大 石川･金沢大 岡山･福井工大 石川･小松短大
05/21 稲垣 里實(4) 1.66 田中 恵(3) 1.60 齋門 芙香(1) 福井･金沢大 1.55 小野 里穂子(2) 新潟･新潟大 1.50 宮澤 七夕子(1) 1.40 本折 あゆみ(3) 1.35

走高跳 富山･新潟大 長野･松本大 石川 茉紀(1) 新潟･新医福大 中野 里美(3) 新潟･新潟大 長野･信州大 富山･富山大
05/21 関川 さほ(4) 2.80 山本 桂子(3) 2.70 中川 さおり(1) 2.70 熊谷 合笑(4) 2.20

棒高跳 北海道･金沢大 富山･星稜大 富山･星稜大 新潟･新潟大
05/21 堀 千奈実(4) 5.80(+1.4) 田中 菜穂(4) 5.55(+2.4) 永井 佳織(1) 5.53(+2.0) 野口 巴留奈(1)5.45(+2.6) 前田 千菜美(2)5.45(+2.1) 渡辺 里穂(3) 5.39(+2.3) 今井 晴香(1) 5.28(+3.4) 加藤 由莉(2) 4.98(+2.6)

走幅跳 石川･星稜大 GR 石川･金沢大 新潟･新医福大 富山･富山大 新潟･新潟大 長野･信州大 新潟･新潟大 富山･富山大走幅跳 石川･星稜大 GR 石川･金沢大 新潟･新医福大 富山･富山大 新潟･新潟大 長野･信州大 新潟･新潟大 富山･富山大
05/22 田中 菜穂(4) 11.13(+1.1) 野口 巴留奈(1)10.92(+1.5) 本江 香澄(4) 10.77(+1.8) 稲垣 里實(4) 10.61(+1.3) 渡辺 里穂(3) 10.20(+1.9)

三段跳 石川･金沢大 富山･富山大 富山･新潟大 富山･新潟大 長野･信州大
05/21 渡辺 希実(4) 13.17 蘓武 彩織(2) 10.72 山田 美華子(1) 10.66 鎌田 早紀(2) 10.61 上道 沙織(4) 10.47 室峰 歩(3) 10.18 小林 梨奈(4) 10.05 山崎 真希(1) 9.74

砲丸投(4.000kg) 福井･金沢大 宮城･新潟大 石川･金沢学大 石川･星稜大 福井･金沢大 石川･星稜大 新潟･新医福大 長野･信州大
05/21 大野 果穂(1) 36.05 上道 沙織(4) 36.03 柳澤 美佳(4) 35.32 蘓武 彩織(2) 33.72 鎌田 早紀(2) 32.95 渡辺 希実(4) 32.91 拝野 紗生子(2) 32.75 室峰 歩(3) 31.91

円盤投(1.000kg) 新潟･新医福大 福井･金沢大 新潟･新潟大 宮城･新潟大 石川･星稜大 福井･金沢大 新潟･新医福大 石川･星稜大
05/21 室峰 歩(3) 40.37 拝野 紗生子(2) 40.00 鎌田 早紀(2) 35.89 江嶋 優(1) 35.68 柳澤 美佳(4) 27.97 山崎 美聡(3) 27.13 渡辺 希実(4) 26.26 石坂 美穂子(3) 24.14

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 石川･星稜大 新潟･新医福大 石川･星稜大 長野･信州大 新潟･新潟大 富山･金沢大 福井･金沢大 滋賀･金沢大
05/22 小林 梨奈(4) 43.94 高木 啓子(2) 42.75 土屋 祥子(2) 39.37 蘓武 彩織(2) 38.55 関本 有沙(2) 34.49 山崎 美聡(3) 31.72 松田 布由子(1) 31.63 小林 優(1) 31.45

やり投(0.600kg) 新潟･新医福大 富山･金沢大 栃木･新潟大 宮城･新潟大 新潟･金沢大 富山･金沢大 福井･金沢学大 新潟･新医福大
05/21 星稜大       48.06 金沢大       48.37 新潟大       49.51 富山大       49.85 松本大       50.03 新医福大       50.09 信州大       51.97

4×100mR 堀 千奈実(4) 橋本 彩可(3) 三ヶ月 好(3) 加藤 由莉(2) 小林 果鈴(2) 桑野 沙紀(4) 宮澤 七夕子(1)
林 あゆみ(4) 結城 祥子(4) 奈良 はるか(2) 飛弾 あかり(4) 立花 千春(2) 佐藤 睦子(4) 澤田 真那(3)
相山 奈央(2) 小尾 麻菜(4) 川口 栞(2) 野口 巴留奈(1) 関 真優(1) 内山 栞(2) 渡辺 里穂(3)
宮口 智子(1) 藤森 由貴(3) 平沢 薫(4) 吉田 恵美(1) 田中 恵(3) 相澤 とよみ(3) 宮澤 留美(3)

05/22 星稜大     3,54.71 新潟大     3,56.91 金沢大     3,59.55 新医福大     4,05.82 富山大     4,11.30 信州大     4,15.05
4×400mR 竹内 恵梨子(2) 出町 有希(4) 橋本 彩可(3) 桑野 沙紀(4) 飛弾 あかり(4) 宮澤 七夕子(1)

相山 奈央(2) 津野 智美(2) 結城 祥子(4) 佐藤 睦子(4) 野口 巴留奈(1) 澤田 真那(3)
堀 千奈実(4) 平沢 薫(4) 藤森 由貴(3) 望月 みなみ(2) 加藤 由莉(2) 内蔵 萌(2)
林 あゆみ(4) 奈良 はるか(2) 小尾 麻菜(4) 内山 栞(2) 中田 満喜(4) 宮澤 留美(3)

05/22 吉田 恵美(1) 5088 渡部 祐万(4) 4019 出町 有希(4) 3987 石川 茉紀(1) 3848 土屋 祥子(2) 3303 鈴木 みき(1) 2973
七種競技 富山･富山大M 新潟･新医福大 新潟･新潟大 新潟･新医福大 栃木･新潟大 新潟･新潟大

新潟大 114 金沢星稜大 73 金沢大 70 新潟医療福祉大 57 信州大 37 松本大 21 富山大 20 小松短大 12
女子トラック

金沢大 70.5 新潟大 70 金沢星稜大 48 新潟医療福祉大 39.5 信州大 15 富山大 14 金沢学院大 8 松本大 7
女子フィールド

新潟大 13 新潟医療福祉大 12 富山大 8
女子混成

新潟大 197 金沢大 140.5 金沢星稜大 121 新潟医療福祉大 108.5 信州大 52 富山大 42 松本大 28 小松短大 12
女子総合



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/21  1組 +0.1 1 小尾 麻菜(4) 福井   12.14 2 平沢 薫(4) 新潟   12.52  3 飛弾 あかり(4) 富山   12.83 4 藤森 由貴(3) 石川    13.00

金沢大 新潟大 富山大 金沢大
5 川口 栞(2) 新潟   13.25 6 相澤 とよみ(3) 新潟   13.37 吉原 沙季(4) 長野 欠場    

新潟大 新医福大 長野高専
 2組 +1.7 1 宮口 智子(1) 石川   12.33 2 結城 祥子(4) 石川   12.52  3 永井 佳織(1) 新潟   12.76 4 前田 千菜美(2) 新潟    12.77

星稜大 金沢大 新医福大 新潟大
5 加藤 由莉(2) 富山   13.27 6 橋本 佳保里(2) 富山   13.43  7 中山 結美子(2) 長野   14.06

富山大 富山大 信州大
女子 05/22  1組 +2.8 1 小尾 麻菜(4) 福井   25.46 2 林 あゆみ(4) 石川   25.95  3 奈良 はるか(2) 新潟   26.02 4 澤田 真那(3) 長野    26.58

金沢大 星稜大 新潟大 信州大
5 内山 栞(2) 新潟   27.11 6 本林 有美子(5) 富山   27.70  7 橋本 佳保里(2) 富山   27.81 8 宮澤 留美(3) 長野    28.13

新医福大 富山高専 富山大 信州大
森 友紀(2) 富山 欠場    

富山大
 2組 +0.7 1 宮口 智子(1) 石川   25.83 2 平沢 薫(4) 新潟   26.24  3 藤森 由貴(3) 石川   26.78 4 佐藤 睦子(4) 新潟    26.97

星稜大 新潟大 金沢大 新医福大
5 飛弾 あかり(4) 富山   27.10 6 桑野 沙紀(4) 新潟   27.19  7 津野 智美(2) 新潟   27.39 8 橋本 彩可(3) 富山    27.68

富山大 新医福大 新潟大 金沢大
9 金子 杏弓(1) 長野   29.29

信州大
女子 05/21  1組 1 林 あゆみ(4) 石川   59.12 2 澤田 真那(3) 長野   59.87  3 津野 智美(2) 新潟 1,00.45 4 内山 栞(2) 新潟  1,01.37

星稜大 信州大 新潟大 新医福大
5 小林 果鈴(2) 長野 1,01.57 6 夏野 愛未(2) 新潟 1,02.57  7 橋本 沙也(5) 富山 1,03.75 8 望月 みなみ(2) 新潟  1,03.80

400m400m400m

200m200m200m

順
位

順
位

順
位

順
位

100m100m100m

果鈴( ) 長野 , 野 ( ) 新潟 , ( ) , 月 ( ) 新潟 ,
松本大 新潟大 富山高専 新医福大

森 友紀(2) 富山 欠場    
富山大

 2組 1 奈良 はるか(2) 新潟   59.02 2 佐藤 睦子(4) 新潟   59.75  3 相山 奈央(2) 石川   59.98 4 橋本 彩可(3) 富山  1,01.81
新潟大 新医福大 星稜大 金沢大

5 宮澤 留美(3) 長野 1,02.31 6 本林 有美子(5) 富山 1,02.99  7 小玉 実加(1) 石川 1,03.25 8 北倉 綾乃(3) 福井  1,05.42
信州大 富山高専 星稜大 福井県大

9 森田 彩香(2) 富山 1,06.53
富山大

女子 05/22  1組 1 松原 ゆか(2) 新潟 2,31.68 2 猪又 みのり(4) 新潟 2,31.86  3 嶋野 夏美(3) 福井 2,32.12 4 武田 彩季(1) 石川  2,32.46
新医福大 新潟大 新潟大 星稜大

5 斎藤 友香(3) 新潟 2,33.12 6 山田 綾奈(3) 富山 2,36.08  7 森田 彩香(2) 富山 2,36.41 下村 伊代(2) 長野 欠場    
新医福大 上越教大 富山大 信州大

 2組 1 夏野 愛未(2) 新潟 2,29.56 2 内蔵 萌(2) 長野 2,30.51  3 橋本 沙也(5) 富山 2,31.01 4 望月 みなみ(2) 新潟  2,32.08
新潟大 信州大 富山高専 新医福大

5 室 瑞季(2) 石川 2,37.46 6 山上 ゆきの(3) 長野 2,39.14  7 森山 瞳(3) 富山 2,54.25 千田 慧子(6) 富山 欠場    
石川県大 信州大 富山大 金沢大

女子 05/22  1組 1 結城 祥子(4) 石川 1,06.33 2 竹内 恵梨子(2) 石川 1,06.85  3 佐藤 阿子(3) 新潟 1,07.53 4 竹中 茉友子(1) 新潟  1,14.44
金沢大 星稜大 新潟大 新医福大

5 金子 芽衣(1) 長野 1,15.19 6 本折 あゆみ(3) 富山 1,18.93
信州大 富山大

 2組 1 関 真優(1) 長野 1,08.32 2 植木 夏海(1) 新潟 1,10.59  3 畑中 清楓(1) 石川 1,11.01 4 工藤 友紀(1) 新潟  1,11.82
松本大 新医福大 星稜大 新潟大

5 和田 美彩子(1) 長野 1,12.46 6 中田 満喜(4) 富山 1,12.92
信州大 富山大

400mH(0.762m)400mH(0.762m)400mH(0.762m)

800m800m800m



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/21 +2.9 1 小尾 麻菜(4) 福井   11.94 2 宮口 智子(1) 石川   12.22  3 結城 祥子(4) 石川   12.34 4 平沢 薫(4) 新潟    12.43

金沢大 星稜大 金沢大 新潟大
5 飛弾 あかり(4) 富山   12.58 6 前田 千菜美(2) 新潟   12.75  7 藤森 由貴(3) 石川   12.91 永井 佳織(1) 新潟 欠場    

富山大 新潟大 金沢大 新医福大
女子 05/22 -0.2 1 小尾 麻菜(4) 福井   24.95 2 林 あゆみ(4) 石川   25.32  3 宮口 智子(1) 石川   25.65 4 平沢 薫(4) 新潟    25.95

金沢大 星稜大 星稜大 新潟大
5 奈良 はるか(2) 新潟   26.11 6 澤田 真那(3) 長野   26.31  7 藤森 由貴(3) 石川   27.05 8 佐藤 睦子(4) 新潟    27.12

新潟大 信州大 金沢大 新医福大
女子 05/21 1 林 あゆみ(4) 石川   57.05 2 奈良 はるか(2) 新潟   57.73  3 佐藤 睦子(4) 新潟   58.41 4 相山 奈央(2) 石川    58.98

星稜大 新潟大 新医福大 星稜大
5 澤田 真那(3) 長野   59.49 6 内山 栞(2) 新潟 1,00.06  7 津野 智美(2) 新潟 1,00.13 8 小林 果鈴(2) 長野  1,01.68

信州大 新医福大 新潟大 松本大
女子 05/22 1 夏野 愛未(2) 新潟 2,25.93 2 橋本 沙也(5) 富山 2,27.11  3 内蔵 萌(2) 長野 2,27.66 4 嶋野 夏美(3) 福井  2,28.72

新潟大 富山高専 信州大 新潟大
5 松原 ゆか(2) 新潟 2,29.57 6 武田 彩季(1) 石川 2,29.61  7 猪又 みのり(4) 新潟 2,32.94 8 望月 みなみ(2) 新潟  2,39.50

新医福大 星稜大 新潟大 新医福大
女子 05/21 1 秋山 澪(3) 新潟 4,46.02 2 渡辺 杏澪(3) 新潟 4,50.81  3 堀内 曜子(1) 新潟 4,54.04 4 柴澤 真南美(3) 新潟  4,55.95

新潟大 新潟大 新医福大M 新医福大
5 内蔵 萌(2) 長野 4,56.33 6 中沢 萌(2) 長野 4,59.51  7 大井 亜祐実(2) 長野 4,59.55 8 山田 梨紗(4) 富山  4,59.99

信州大 信州大 金沢大 富山大
9 樋口 久子(1) 新潟 5,07.84 10 松原 ゆか(2) 新潟 5,12.09 11 山上 ゆきの(3) 長野 5,26.82 12 室 瑞季(2) 石川  5,29.93

新潟大 新医福大 信州大 石川県大
13 和田 素子(4) 富山 5,31.19 14 新田 咲(4) 石川 6,09.74 明作 志帆(2) 石川 欠場    加藤 恵梨香(3) 新潟 欠場    
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400m400m400m
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順
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順
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100m100m100m

( ) , 新 咲( ) , ( ) 場 梨 ( ) 新潟 場
富山大 金沢大 金城大 新潟県大

女子 05/22 1 秋山 澪(3) 新潟 17,39.09 2 今野 まどか(2) 山形 17,39.37  3 堀内 曜子(1) 新潟 17,48.27 4 渡辺 杏澪(3) 新潟 18,02.76
新潟大 新潟大M 新医福大M 新潟大

5 柴澤 真南美(3) 新潟 18,04.31 6 大井 亜祐実(2) 長野 18,11.61  7 中沢 萌(2) 長野 19,00.27 8 稲置 汐里(3) 石川 19,04.75
新医福大 金沢大 信州大 星稜大

9 山田 梨紗(4) 富山 19,22.74 10 西脇 安耶(4) 石川 19,40.81 11 松浦 まゆ子(3) 富山 22,00.63 12 大畑 有緒(1) 静岡 22,31.86
富山大 金沢大 富山大 信州大

酒井 彩花(2) 富山 欠場    上野 瑞貴(3) 石川 欠場    
富山大 星稜大

女子 05/21 1 今野 まどか(2) 山形 37,27.21 2 大井 亜祐実(2) 長野 40,00.62  3 嶋野 夏美(3) 福井 43,06.45 4 西脇 安耶(4) 石川 43,38.37
新潟大M 金沢大 新潟大 金沢大

5 武田 彩季(1) 石川 46,09.79 6 宮村 好美(3) 新潟 46,53.52 堀内 曜子(1) 新潟 欠場    山田 梨紗(4) 富山 欠場    
星稜大 新潟大 新医福大M 富山大

柴澤 真南美(3) 新潟 欠場    
新医福大

女子 05/21 +3.8 1 桑野 沙紀(4) 新潟   14.23 2 立花 千春(2) 長野   14.85  3 竹内 恵梨子(2) 石川   14.97 4 関 真優(1) 長野    15.58
新医福大 松本大 星稜大 松本大

5 本折 あゆみ(3) 富山   16.05 6 宮澤 七夕子(1) 長野   16.16  7 中田 満喜(4) 富山   17.79
富山大 信州大 富山大

女子 05/22 1 結城 祥子(4) 石川 1,03.70 2 竹内 恵梨子(2) 石川 1,06.29  3 佐藤 阿子(3) 新潟 1,07.80 4 植木 夏海(1) 新潟  1,09.33
金沢大 星稜大 新潟大 新医福大

5 関 真優(1) 長野 1,09.64 6 畑中 清楓(1) 石川 1,10.04  7 工藤 友紀(1) 新潟 1,10.31 和田 美彩子(1) 長野 欠場    
松本大 星稜大 新潟大 信州大
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

女子 05/22 1 髙木 志穂(2) 石川 49,43.20 2 光田 理子(3) 長野 51,21.13  3 谷本 佳代(3) 石川 53,19.63 4 脇本 望(1) 岡山 58,10.22
小松短大 信州大 金沢大 福井工大

5 竹島 早梨奈(2) 石川 01,00.99 樋口 久子(1) 新潟 途中棄権 大石 あかね(1) 富山 途中棄権
小松短大 新潟大 富山大

七種          05/21 +3.1 1 吉田 恵美(1) 富山   25.69 2 出町 有希(4) 新潟   27.25  3 石川 茉紀(1) 新潟   27.39 4 渡部 祐万(4) 新潟    27.47
富山大M 新潟大 新医福大 新医福大

5 鈴木 みき(1) 新潟   29.13 6 土屋 祥子(2) 栃木   29.46
新潟大 新潟大

七種          05/22 1 吉田 恵美(1) 富山 2,28.98 2 石川 茉紀(1) 新潟 2,34.66  3 出町 有希(4) 新潟 2,34.96 4 鈴木 みき(1) 新潟  2,40.25
富山大M 新医福大 新潟大 新潟大

5 渡部 祐万(4) 新潟 2,44.10 6 土屋 祥子(2) 栃木 2,45.19
新医福大 新潟大

七種          05/21 +0.7 1 吉田 恵美(1) 富山   14.90 2 石川 茉紀(1) 新潟   16.12  3 渡部 祐万(4) 新潟   16.18 4 出町 有希(4) 新潟    16.25
富山大M 新医福大 新医福大 新潟大

5 鈴木 みき(1) 新潟   18.35 6 土屋 祥子(2) 栃木   18.50
新潟大 新潟大
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/21 1 稲垣 里實(4) 富山   1.66 2 田中 恵(3) 長野   1.60  3 齋門 芙香(1) 福井   1.55 3 石川 茉紀(1) 新潟    1.55

新潟大 松本大 金沢大 新医福大
5 小野 里穂子(2) 新潟   1.50 5 中野 里美(3) 新潟   1.50  7 宮澤 七夕子(1) 長野   1.40 8 本折 あゆみ(3) 富山    1.35

新潟大 新潟大 信州大 富山大
女子 05/21 1 関川 さほ(4) 北海道   2.80 2 山本 桂子(3) 富山   2.70  3 中川 さおり(1) 富山   2.70 4 熊谷 合笑(4) 新潟    2.20

金沢大 星稜大 星稜大 新潟大
女子 05/21 1 堀 千奈実(4) 石川   5.80 2 田中 菜穂(4) 石川   5.55  3 永井 佳織(1) 新潟   5.53 4 野口 巴留奈(1) 富山    5.45

星稜大   +1.4 金沢大   +2.4 新医福大   +2.0 富山大    +2.6
5 前田 千菜美(2) 新潟   5.45 6 渡辺 里穂(3) 長野   5.39  7 今井 晴香(1) 新潟   5.28 8 加藤 由莉(2) 富山    4.98

新潟大   +2.1 信州大   +2.3 新潟大   +3.4 富山大    +2.6
9 本江 香澄(4) 富山   4.83 10 坂爪 絵里奈(3) 新潟   4.63

新潟大   +0.7 新医福大   +2.8
女子 05/22 1 田中 菜穂(4) 石川  11.13 2 野口 巴留奈(1) 富山  10.92  3 本江 香澄(4) 富山  10.77 4 稲垣 里實(4) 富山   10.61

金沢大   +1.1 富山大   +1.5 新潟大   +1.8 新潟大    +1.3
5 渡辺 里穂(3) 長野  10.20

信州大   +1.9
女子 05/21 1 渡辺 希実(4) 福井  13.17 2 蘓武 彩織(2) 宮城  10.72  3 山田 美華子(1) 石川  10.66 4 鎌田 早紀(2) 石川   10.61

金沢大 新潟大 金沢学大 星稜大
5 上道 沙織(4) 福井  10.47 6 室峰 歩(3) 石川  10.18  7 小林 梨奈(4) 新潟  10.05 8 山崎 真希(1) 長野    9.74

金沢大 星稜大 新医福大 信州大
9 諏訪 加奈江(3) 新潟   9.17 10 柳澤 美佳(4) 新潟   8.80 11 梨本 彩華(2) 新潟   8.57 12 石坂 美穂子(3) 滋賀    8.11

新潟大 新潟大 青陵大 金沢大
13 大野 果穂(1) 新潟   7.36 塩越 日向子(1) 長野 欠場    

三段跳三段跳三段跳

砲丸投砲丸投砲丸投

棒高跳棒高跳棒高跳

走幅跳走幅跳走幅跳
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走高跳走高跳走高跳

野 果穂( ) 新潟 越 ( ) 長野 場
新医福大 長野大

女子 05/21 1 大野 果穂(1) 新潟  36.05 2 上道 沙織(4) 福井  36.03  3 柳澤 美佳(4) 新潟  35.32 4 蘓武 彩織(2) 宮城   33.72
新医福大 金沢大 新潟大 新潟大

5 鎌田 早紀(2) 石川  32.95 6 渡辺 希実(4) 福井  32.91  7 拝野 紗生子(2) 新潟  32.75 8 室峰 歩(3) 石川   31.91
星稜大 金沢大 新医福大 星稜大

9 山田 美華子(1) 石川  29.38 10 梨本 彩華(2) 新潟  27.91 11 石坂 美穂子(3) 滋賀  27.88 12 小林 優(1) 新潟   22.30
金沢学大 青陵大 金沢大 新医福大

13 塩越 日向子(1) 長野  21.06 谷井 愛美(4) 富山 欠場    
長野大 富山大

女子 05/21 1 室峰 歩(3) 石川  40.37 2 拝野 紗生子(2) 新潟  40.00  3 鎌田 早紀(2) 石川  35.89 4 江嶋 優(1) 長野   35.68
星稜大 新医福大 星稜大 信州大

5 柳澤 美佳(4) 新潟  27.97 6 山崎 美聡(3) 富山  27.13  7 渡辺 希実(4) 福井  26.26 8 石坂 美穂子(3) 滋賀   24.14
新潟大 金沢大 金沢大 金沢大

9 熊谷 合笑(4) 新潟  22.34 10 坂爪 絵里奈(3) 新潟  19.15
新潟大 新医福大

女子 05/22 1 小林 梨奈(4) 新潟  43.94 2 高木 啓子(2) 富山  42.75  3 土屋 祥子(2) 栃木  39.37 4 蘓武 彩織(2) 宮城   38.55
新医福大 金沢大 新潟大 新潟大

5 関本 有沙(2) 新潟  34.49 6 山崎 美聡(3) 富山  31.72  7 松田 布由子(1) 福井  31.63 8 小林 優(1) 新潟   31.45
金沢大 金沢大 金沢学大 新医福大

9 山越 野乃(1) 石川  29.19 10 谷井 愛美(4) 富山  28.59 11 諏訪 加奈江(3) 新潟  25.66 12 田代 香緒里(3) 新潟   21.88
金沢学大 富山大 新潟大 新潟県大

七種          05/21 1 吉田 恵美(1) 富山   1.55 1 石川 茉紀(1) 新潟   1.55  3 渡部 祐万(4) 新潟   1.50 4 出町 有希(4) 新潟    1.45
富山大M 新医福大 新医福大 新潟大

5 土屋 祥子(2) 栃木   1.35 6 鈴木 みき(1) 新潟   1.25
新潟大 新潟大

やり投やり投やり投

走高跳走高跳走高跳

円盤投円盤投円盤投

ハンマー投ハンマー投ハンマー投



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第85回北信越学生陸上競技対校選手権         ｺｰﾄﾞ  [11640101]
（2011.5.21-22） 

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

七種          05/22 1 吉田 恵美(1) 富山   5.46 2 出町 有希(4) 新潟   4.75  3 渡部 祐万(4) 新潟   4.67 4 石川 茉紀(1) 新潟    4.51
富山大M   +5.6 新潟大   +3.2 新医福大   +4.1 新医福大    +2.9

5 鈴木 みき(1) 新潟   4.03 6 土屋 祥子(2) 栃木   3.99
新潟大   +2.7 新潟大   +2.9

七種          05/21 1 吉田 恵美(1) 富山  11.28 2 出町 有希(4) 新潟   9.74  3 渡部 祐万(4) 新潟   8.52 4 土屋 祥子(2) 栃木    8.21
富山大M 新潟大 新医福大 新潟大

5 鈴木 みき(1) 新潟   7.77 6 石川 茉紀(1) 新潟   7.42
新潟大 新医福大

七種          05/22 1 吉田 恵美(1) 富山  42.92 2 土屋 祥子(2) 栃木  39.14  3 渡部 祐万(4) 新潟  36.55 4 出町 有希(4) 新潟   26.47
富山大M 新潟大 新医福大 新潟大

5 石川 茉紀(1) 新潟  23.87 6 鈴木 みき(1) 新潟  23.05
新医福大 新潟大

やり投やり投やり投

走幅跳走幅跳走幅跳

砲丸投砲丸投砲丸投



Ｐ　４３

コード

コード

14"90 855 16"18 692 16"25 684 16"12 700 18"50 438 18"35 453

+0.7 855 +0.7 692 +0.7 684 +0.7 700 +0.7 438 +0.7 453

1m55 678 1m50 621 1m45 566 1m55 678 1m35 460 1m25 359

1533 1313 1250 1378 898 812

11m28 614 8m52 433 9m74 512 7m42 362 8m21 413 7m77 385

2147 1746 1762 1740 1311 1197

25"69 824 27"47 673 27"25 691 27"39 680 29"46 520 29"13 545

+3.1 2971 +3.1 2419 +3.1 2453 +3.1 2420 +3.1 1831 +3.1 1742

第　１　日

得　点　計

順 位

競技会名　北信越学生陸上競技対校選手権大会　

競技場名　長野市営陸上競技場　

新潟大 4

2420

32

68

17422453

6

1831

5

土屋　祥子 鈴木　みき

新潟大 1

石川　茉紀

新医福大 1 新潟大 2

２００ｍ

2971

1

主催団体　北信越学生陸上競技連盟

１００ｍＨ

走高跳

砲丸投

富山大 M1

渡部　祐万

新医福大 4

55 111

平成２３　年　　５　月　２１　日（　土　曜）～　　５　月　２２　日（　日　曜）

出町　有希

110

吉田　恵美

29 127

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

2419

4

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナンバー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 内 山 了 治

記録主任 竹 内 秀 樹

審 判 長 藤 森 茂 幸２ ０

２ ０ １ ０ １ ０

種目コー ２ ０ ２N 葉

順　　　位

5m46 688 4m67 472 4m75 492 4m51 431 3m99 306 4m03 315

+5.6 3659 +4.1 2891 +3.2 2945 +2.9 2851 +2.9 2137 +2.7 2057

42m92 723 36m55 601 26m47 410 23m87 361 39m14 651 23m05 346

4382 3492 3355 3212 2788 2403

2´28"98 706 2´44"10 527 2´34"96 632 2´34"66 636 2´45"19 515 2´40"25 570

5088 4019 3987 3848 3303 2973

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

32

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

5088

1

3848 2973

651

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

4

4019

1428

2 3 5

1534

3987

1472

6

2117

3303

1231

4

1600

走幅跳

やり投

８００ｍ
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