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大会コード 15200742   
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記 録 集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
期   日： 平成２７年５月４日（月） 

会   場： 長野市営陸上競技場（201010） 

主   催： (一財)長野陸上競技協会  

       信州大学陸上競技部 

主   管： 長野市陸上競技協会 

審 判 長： 浦野 義忠 

 
■この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女  従来の記録 備考 

5/4 4x400 決勝 3:18.19 信州大 男子 

小北 大志 
細川 日向 
東 征宏 
米嶋 航一 

3:20.26 大会新 

5/4 4x400 決勝 3:18.24 名古屋大 男子 

嶋田 健太郎 
小田 将矢 
大藪 悠登 
春田 晋作 

3:20.26 大会新 

 
 
■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

10:00 晴れ 南南東 2.3 23.0 47.0 
11:00 曇り 南南西 2.0 23.5 45.0 
12:00 曇り 南 2.4 24.0 45.0 
13:00 曇り 南南西 2.4 25.0 43.0 
14:00 曇り 南南西 4.1 25.5 42.0 
15:00 曇り 南南西 3.8 25.5 44.0 

 



第14回信州大学名古屋大学対校陸上競技大会                                        

決勝記録一覧表
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
05/04 女子  -1.5白井 奈央(4) 12.84 森田 侑実重(3) 13.13 榊原 南実(3) 13.37 高瀬 智理(2) 13.97

100m 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大
05/04 森田 侑実重(3) 1,00.90 高瀬 智理(2) 1,03.17 高野 雅子(2) 1,05.78 広瀬 美咲(4) 1,09.58

400m 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名大
05/04 宮島 志保美(2) 4,51.88 渡辺 ゆりか(4) 4,58.47 山田 みのり(2) 5,10.54 森 晴菜(2) 5,37.23

1500m 長野･信州大 愛知･名大 愛知･名大 長野･信州大
05/04 名大       50.88 信州大       52.90

4×100mR 森田 侑実重(3) 高瀬 智理(2)
白井 奈央(4) 榊原 南実(3)
大西 美佐歩(2) 高野 雅子(2)
岡 愛美(2) 多田 遥(2)

05/04 中曽根 沙耶(2)4.86(+1.5) 白井 奈央(4) 4.86(+1.5) 榊原 南実(3) 4.81(+1.9) 大西 美佐歩(2)4.78(+0.5)
走幅跳 長野･信州大 愛知･名大 長野･信州大 愛知･名大

05/04 砲丸投 新津 まり菜(1) 9.98 大西 美佐歩(2) 9.95 柄澤 真野(2) 9.06 河内 慶子(2) 8.56
(4.000kg) 長野･信州大 愛知･名大 長野･信州大 愛知･名大

05/04 学校対校 名大 29 信州大 27



決勝 5月4日 10:30

大会記録            12.66

風速 -1.5

 1 白井 奈央(4) 愛知     12.84 
ｼﾗｲ ﾅｵ 名大

 2 森田 侑実重(3) 愛知     13.13 
ﾓﾘﾀ ﾕﾐｴ 名大

 3 榊原 南実(3) 長野     13.37 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

 4 高瀬 智理(2) 長野     13.97 
ﾀｶｾ ﾁｻﾄ 信州大

決勝 5月4日 10:35

風速 -2.7

 1 河辺 真知子 愛知     13.57 
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 椙山女大

 2 岡 愛美(2) 愛知     13.71 
ｵｶ ﾅﾙﾐ 名大

 3 熊谷 エミリ 愛知     13.91 
ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 名市大

 4 山崎 恵里佳 愛知     14.02 
ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ 金城学大

 5 広瀬 美咲(4) 愛知     14.49 
ﾋﾛｾ ﾐｻｷ 名大
山下 紋奈 愛知
ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ 椙山女大
大平 紗矢香(2) 三重
ｵｵﾋﾗ ｻﾔｶ 名大

決勝 5月4日 13:10

風速

山崎 恵里佳 愛知
ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ 金城学大
榊原 南実(3) 長野
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大
河辺 真知子 愛知
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 椙山女大
高野 雅子(2) 長野
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大
岡 愛美(2) 愛知
ｵｶ ﾅﾙﾐ 名大

8   408
欠場

5   403

7   422
欠場

3   416

6   423

4   419

2   409

オープン女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

33   243  243

55   238  238

66   406  406

44   401  401
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

オープン女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   423

欠場
4   238

欠場

7   409
欠場

5   419
欠場

6   244
欠場



決勝 5月4日 11:30

大会記録          1,00.20

 1 森田 侑実重(3) 愛知   1,00.90 
ﾓﾘﾀ ﾕﾐｴ 名大

 2 高瀬 智理(2) 長野   1,03.17 
ﾀｶｾ ﾁｻﾄ 信州大

 3 高野 雅子(2) 長野   1,05.78 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大

 4 広瀬 美咲(4) 愛知   1,09.58 
ﾋﾛｾ ﾐｻｷ 名大

決勝 5月4日 11:35

 1 河辺 真知子 愛知   1,01.89 
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 椙山女大

 2 山崎 恵里佳 愛知   1,04.63 
ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ 金城学大

 3 多田 遥(2) 長野   1,09.46 
ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 信州大

決勝 5月4日 12:40

 1 宮島 志保美(2) 長野   2,23.44 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 2 小笠原 香苗 愛知   2,27.79 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 名市大

 3 山下 奈央(2) 三重   2,36.93 
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 名大

 4 森 晴菜(2) 長野   2,37.63 
ﾓﾘ ﾊﾙﾅ 信州大

 5 佐藤 夏子(1) 長野   2,45.14 
ｻﾄｳ ﾅﾂｺ 信州大
出口 和佳奈(4) 長野
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 信州大
山田 みのり(2) 愛知
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 名大

7   413
欠場

6   252

4   237
欠場

2   412

8   249

3   248

5   415

オープン女子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   406

3   243

5   244

4   403

オープン女子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   245

4   419

5   423



決勝 5月4日 11:00

大会記録          4,30.35

 1 宮島 志保美(2) 長野   4,51.88 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 2 渡辺 ゆりか(4) 愛知   4,58.47 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ 名大

 3 山田 みのり(2) 愛知   5,10.54 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 名大

 4 森 晴菜(2) 長野   5,37.23 
ﾓﾘ ﾊﾙﾅ 信州大

決勝 5月4日 11:00

 1 小笠原 香苗 愛知   5,00.51 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 名市大

 2 山下 奈央(2) 三重   5,14.45 
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 名大

 3 松本 華澄 愛知   5,17.94 
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ 名市大

 4 國立 有希 愛知   5,49.01 
ｸﾆﾀ ﾃﾕｷ 椙山女大
三輪 奈津美 愛知
ﾐﾜ ﾅﾂﾐ 椙山女大
山中 聖菜 愛知
ﾔﾏﾅｶ ｾｲﾅ 椙山女大
田中 彩友美(4) 愛知
ﾀﾅｶ ｻﾕﾐ 名大

決勝 5月4日 14:40

金曽 愛美(3) 長野
ｶﾈｿ ﾒｸﾞﾐ 信州大
三輪 奈津美 愛知
ﾐﾜ ﾅﾂﾐ 椙山女大

16   239
欠場

17   421
欠場

オープン女子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   413

3   249

5   248

4   404

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

オープン女子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   415

11   412

8   414

12   420

13   402
欠場

7   421
欠場

10   418
欠場



決勝 5月4日 15:15

大会記録            50.31

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 名大   406 森田 侑実重(3)     50.88 

ﾓﾘﾀ ﾕﾐｴ
  401 白井 奈央(4)

ｼﾗｲ ﾅｵ
  407 大西 美佐歩(2)

ｵｵﾆｼ ﾐｻﾎ
  409 岡 愛美(2)

ｵｶ ﾅﾙﾐ
 2   3 信州大   243 高瀬 智理(2)     52.90 

ﾀｶｾ ﾁｻﾄ
  238 榊原 南実(3)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ
  244 高野 雅子(2)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
  245 多田 遥(2)

ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ

決勝 5月4日 15:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  3 名大・椙山女大・金城

欠場

女子

4×100mR            

決勝

オープン女子

4×100mR
決勝



決勝 5月4日 12:30

杉田 凌子(2) 新潟
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｺ 信州大
宮川 祥子(3) 愛知
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳｺ 名大
杉山 結樹子(1) 長野
ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ 信州大

決勝 5月4日 10:00

杉田 凌子(2) 新潟
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｺ 信州大

決勝 5月4日 10:30

大会記録             5.49

中曽根 沙耶(2) 長野    X   4.81   4.79   4.79   4.86   4.84    4.86 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大   -0.1   +0.6   +1.5   +1.5   +1.5    +1.5
白井 奈央(4) 愛知   4.04   4.60   4.53   4.15   4.75   4.86    4.86 
ｼﾗｲ ﾅｵ 名大   +0.5   +1.0    0.0   +1.7   +1.8   +1.5    +1.5
榊原 南実(3) 長野   4.37   4.57   4.70   4.21    X   4.81    4.81 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大   +1.7   -0.4   -0.4   +0.6   +1.9    +1.9
大西 美佐歩(2) 愛知    -   4.78    -   4.74    -    -    4.78 
ｵｵﾆｼ ﾐｻﾎ 名大   +0.5   +0.3    +0.5

決勝 5月4日 10:30

杉田 凌子(2) 新潟   3.35   3.34   3.45    3.45 
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｺ 信州大   +1.8   +0.5   +1.6    +1.6

 1.15
3 2   250

O XXO XXX

XO XXX  1.35

 1.35

2 1   405
O - - O O

O O O XXX

記録 備考
1 3   242

O O O

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

オープン女子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15

1 1   242
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

オープン女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

3 2   238

4 3   407

1 4   246
-5-

2 1   401

-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-

オープン女子

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m20 2m30 2m40 記録 備考
1 1   242

XXO XO XXX  2.30



決勝 5月4日 10:00

大会記録            10.21

新津 まり菜(1) 長野
ﾆｲﾂﾞ ﾏﾘﾅ 信州大
大西 美佐歩(2) 愛知
ｵｵﾆｼ ﾐｻﾎ 名大
柄澤 真野(2) 長野
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
河内 慶子(2) 愛知
ｶﾜﾁ ｹｲｺ 名大

決勝 5月4日 10:00

杉田 凌子(2) 新潟
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｺ 信州大
中曽根 沙耶(2) 長野
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大

決勝 5月4日 11:30

新津 まり菜(1) 長野
ﾆｲﾂﾞ ﾏﾘﾅ 信州大
柄澤 真野(2) 長野
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
西河原 穂乃花 愛知
ﾆｼｶﾜﾗ ﾎﾉｶ 椙山女大
河内 慶子(2) 愛知
ｶﾜﾁ ｹｲｺ 名大
佐伯 悠里香(2) 長野
ｻｴｷ ﾕﾘｶ 信州大

決勝 5月4日 13:30

新津 まり菜(1) 長野
ﾆｲﾂﾞ ﾏﾘﾅ 信州大
佐伯 悠里香(2) 長野
ｻｴｷ ﾕﾘｶ 信州大
杉田 凌子(2) 新潟
ｽｷﾞﾀ ﾘｮｳｺ 信州大
中曽根 沙耶(2) 長野
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大
榊原 南実(3) 長野 欠場
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

 20.11 

 24.00 

5 2   241
  O 20.11   O

 28.08 

4 3   410
  X   X 24.00

 31.28 

3 1   417
  X   O 28.08

 31.81 

2 4   240
  O   X 31.28

1 5   251
  X   O 31.81

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン女子

円盤投 (1.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4   251

 9.92  9.31  9.79  9.91  9.98  9.98   9.98 

2 3   407
 9.64  9.95  9.87   X  9.92  9.42   9.95 

3 2   240
 8.60  7.82  9.06  8.10  6.66  7.69   9.06 

4 1   410
 8.26  7.62  7.98   8.56  8.34  8.56  8.56

オープン女子

砲丸投 (4.000kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 2   242

 7.35  7.77  7.27

  6.12 

  7.77 

2 1   246
 6.12  6.02  5.32

オープン女子

やり投 (0.600kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   251

  O   O 38.26  38.26 

2 4   241
33.50   O   X  33.50 

3 2   242
23.47   O   O  23.47 

4 1   246
  X   O 22.49

3   238

 22.49 


	決勝記録一覧表
	100_200
	400_800
	1500
	4x100
	HJ_PV_LJ
	SP_DT_JT

