
大会コード：13200743

　　　　　　　　　　　　　大会期日　　2013年4月29日（月）
　　　　　　　　　　　　　会　　場　　長野運動公園陸上競技場 [201010]
　　　　　　　　　　　　　主　　催　　長野陸上競技協会
　　　　　　　　　　　　　主　　管　　信州大学陸上競技部

時刻 天候 気温℃ 湿度％
風向 風速

10:00 晴 13.0 南東 0.9 77
11:00 晴 15.5 北北東 0.7 73
12:00 晴 16.0 北 1.4 74
13:00 晴 17.5 北東 1.0 75
14:00 晴 19.0 南 1.1 72
15:00 晴 20.0 北東 1.2 64

風速m/s

第12回名古屋大学・信州大学女子対校陸上競技大会



第44回名古屋大学・信州大学対校陸上競技大会
　期日：平成２５年４月２９日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　主　催：名古屋大学陸上競技部・信州大学陸上競技部
　　　　　　　　　　　　　　　　主　管：信州大学陸上競技部

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  茅野市陸上競技場

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
04/29 女子  +0.4森 美聡(4) 13.03 中山 結美子(4) 13.41 榊原 南実(1) 13.54 広瀬　美咲(2) 13.94

100m 愛知･名大 長野･信大 長野･信大 愛知･名大
04/29 和田 美彩子(3) 1,01.29 金子　葵(3) 1,02.06 中山 結美子(4) 1,02.60 広瀬　美咲(2) 1,05.05

400m 長野･信大 愛知･名大 長野･信大 愛知･名大
04/29 出口 和佳奈(2) 5,04.22 下村 伊代(4) 5,05.22 渡辺　ゆりか(2) 5,05.23 古田 祐衣(4) 5,17.82

1500m 長野･信大 長野･信大 愛知･名大 岐阜･名大
04/29 森 美聡(4) 5.49(+0.1) 宮澤 七夕子(3)5.33(-1.4) 小林　知世(3)5.00(+0.3) 山崎 真希(3) 4.33(+1.0)

走幅跳 愛知･名大 長野･信大 愛知･名大 長野･信大
04/29 山崎 真希(3) 9.82 宮澤 七夕子(3) 7.43 森 美聡(4) 7.15 金子　葵(3) 7.05

砲丸投4.0 長野･信大 長野･信大 愛知･名大 愛知･名大
04/29 信大       50.80 名大       50.88

4×100mR 中山 結美子(4) 広瀬　美咲(2)
宮澤 七夕子(3) 森 美聡(4)
和田 美彩子(3) 小林　知世(3)
榊原 南実(1) 金子　葵(3)

04/29 オープン女子  +0.4小林　知世(3) 13.39
100m 愛知･名大

04/29 金子 芽衣(3) 1,09.03
400m 長野･信大

04/29 前田 紗希(4) 5,22.59 松本　華澄(2) 5,29.36 平松　唯奈(2) 5,33.77
1500m 愛知･名大 愛知･名市大 静岡･名大

04/29 江島 優(4) 6.67 入谷 慈穂(2) 6.51
砲丸投4.0 長野･信大 長野･信大



決勝 4月29日 10:20

大会記録            12.66

風速 +0.4

 1 森 美聡(4) 愛知     13.03 
ﾓﾘ ﾐｻﾄ 名大

 2 中山 結美子(4) 長野     13.41 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信大

 3 榊原 南実(1) 長野     13.54 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信大

 4 広瀬　美咲(2) 愛知     13.94 
ﾋﾛｾ ﾐｻｷ 名大

決勝 4月29日 10:25

風速 +0.4

 1 小林　知世(3) 愛知     13.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾖ 名大

決勝 4月29日 11:20

大会記録          1,00.20

 1 和田 美彩子(3) 長野   1,01.29 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ 信大

 2 金子　葵(3) 愛知   1,02.06 
ｶﾈｺ ｱｵｲ 名大

 3 中山 結美子(4) 長野   1,02.60 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 信大

 4 広瀬　美咲(2) 愛知   1,05.05 
ﾋﾛｾ ﾐｻｷ 名大

決勝 4月29日 11:25

 1 金子 芽衣(3) 長野   1,09.03 
ｶﾈｺ ﾒｲ 信大

5   449

オープン女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

55   453  453

22   265  265

44   254  254

33   447  447
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

女子

100m100m

決勝決勝決勝

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   260

3   448

所属名 記録／備考

4   254

5   453

4   259

オープン女子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 4月29日 10:50

大会記録          4,30.35

 1 出口 和佳奈(2) 長野   5,04.22 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 信大

 2 下村 伊代(4) 長野   5,05.22 
ｼﾓﾑﾗ ｲﾖ 信大

 3 渡辺　ゆりか(2) 愛知   5,05.23 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ 名大

 4 古田 祐衣(4) 岐阜   5,17.82 
ﾌﾙﾀ ﾕｲ 名大

決勝 4月29日 11:00

 1 前田 紗希(4) 愛知   5,22.59 
ﾏｴﾀﾞｻｷ 名大

 2 松本　華澄(2) 愛知   5,29.36 
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ 名市大

 3 平松　唯奈(2) 静岡   5,33.77 
ﾋﾗﾏﾂ ﾕｲﾅ 名大

決勝 4月29日 15:10

大会記録            51.04

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 信大   254 中山 結美子(4)     50.80 

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ 大会新
  261 宮澤 七夕子(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ
  260 和田 美彩子(3)

ﾜﾀﾞ ﾐｻｺ
  265 榊原 南実(1)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ
 2   3 名大   453 広瀬　美咲(2)     50.88 

ﾋﾛｾ ﾐｻｷ 大会新
  447 森 美聡(4)

ﾓﾘ ﾐｻﾄ
  449 小林　知世(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾖ
  448 金子　葵(3)

ｶﾈｺ ｱｵｲ

女子

4×100mR            

決勝

3   452

2   446

4  4019

オープン女子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   263

1   256

4   454

2   445



決勝 4月29日 10:50

大会記録             5.49

森 美聡(4) 愛知   5.32   5.33   5.21   4.87   5.14   5.49    5.49 大会タイ
ﾓﾘ ﾐｻﾄ 名大   -0.2   -0.5   -0.1   -0.6   -0.1   +0.1    +0.1
宮澤 七夕子(3) 長野   5.27   5.26    X   5.11   5.33    X    5.33 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信大   -0.3   -1.2   -0.4   -1.4    -1.4
小林　知世(3) 愛知   4.95   4.64   4.62    X    X   5.00    5.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾖ 名大    0.0   -1.1   -0.1   +0.3    +0.3
山崎 真希(3) 長野   3.17   3.83   3.54   4.33   4.08    X    4.33 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷ 信大   +2.0   -0.6   -0.4   +1.0   +0.7    +1.0

決勝 4月29日 13:10

大会記録            10.21

山崎 真希(3) 長野
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｷ 信大
宮澤 七夕子(3) 長野
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｺ 信大
森 美聡(4) 愛知
ﾓﾘ ﾐｻﾄ 名大
金子　葵(3) 愛知
ｶﾈｺ ｱｵｲ 名大

決勝 4月29日 13:10

江島 優(4) 長野
ｴｼﾞﾏ ﾕｳ 信大
入谷 慈穂(2) 長野
ｲﾘﾀﾆ ｼﾞﾎ 信大

 6.51   6.51 

 6.66   6.67 

2 2   264
 6.23  5.81  6.47  6.10  5.96

記録 備考
1 1   257

 6.43  6.43  6.41  6.55  6.67

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 6.99  6.86  6.92   7.05 

オープン女子

砲丸投(4.000kg)    

 6.01  6.69  7.15   7.15 

4 4   448
 6.52  7.05  6.50

 7.31  7.43  7.21   7.43 

3 2   447
 6.63  6.42  6.37

 9.29  9.52  9.65   9.82 

2 1   261
 7.43  6.99  7.18

1 3   262
 9.82  9.52  9.75

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)           

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

3 2   449

4 1   262

1 4   447
-5-

2 3   261

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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