
第８回名古屋大学信州大学対校陸上競技大会                                      
　期日：平成２１年５月２日（土）                                                
　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  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
05/02女子  -0.8村松沙那恵(3) 13.60野村　知佐(3) 13.76小林奈々恵(3) 13.85菅野裕美子(2) 14.03

100m 名大 信大 信大 名大
05/02 村松沙那恵(3) 1,04.22小林奈々恵(3) 1,05.00菅野裕美子(2) 1,07.04

400m 名大 信大 名大
05/02 山本　しおり(4) 4,50.80浅田　志帆(2) 4,53.71角屋　有希(3) 5,07.68近藤日佳理(2) 5,26.50

1500m 名大 信大 信大 名大
05/02 春田　みどり(3)4.64(-0.2)渡辺　里穂(1)4.55(+1.0)村松沙那恵(3)4.40(+0.8)

走幅跳 名大 信大 名大
05/02 小中真由美(2) 10.21春田　みどり(3) 6.35小口　七海(4) 6.13渡辺　里穂(1) 6.05

砲丸投 名大 名大 信大 信大
05/02 信州大学       52.90名古屋大学       55.94

4×100mR 澤田　真那(1) 菅野裕美子(2)
小林奈々恵(3) 村松沙那恵(3)
野村　知佐(3) 春田　みどり(3)
篠原　祐子(2) 中島　由紀(2)



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４０回名古屋大学信州大学対校陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [9651941]

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 05/02 -0.8 1村松沙那恵(3)    13.60 2野村　知佐(3)    13.76 3小林奈々恵(3)    13.85 4菅野裕美子(2)    14.03

名大 信大 信大 名大
女子 05/02  1村松沙那恵(3)  1,04.22 2小林奈々恵(3)  1,05.00 3菅野裕美子(2)  1,07.04

名大 信大 名大
女子 05/02  1山本　しおり(4)  4,50.80 2浅田　志帆(2)  4,53.71 3角屋　有希(3)  5,07.68 4近藤日佳理(2)  5,26.50

名大 信大 信大 名大
オープン女子 05/02 -0.5 1三枝　夏季    12.63 2宮澤　留美(4)    13.67 3吉原　沙希(2)    13.91 4東　亜紗美(3)    16.87

信大OB 長野高専 長野高専 椙女大
近藤　理絵 欠場    

名大倶楽部
オープン女子 05/02 +0.1 1宮澤　留美(4)    27.25 2吉原　沙希(2)    28.75

長野高専 長野高専
オープン女子 05/02  1宮澤　留美(4)  1,01.48 2澤田　真那(1)  1,02.31

長野高専 信大
オープン女子 05/02 小口　七海(4) 欠場    

信大
オープン女子 05/02  1曽根原華子(3)  5,05.74 2光田　真穂(3)  5,07.52 3福田　裕里(2)  5,16.24 4後藤友香里(4)  5,21.77

椙女大 椙女大 愛淑大 椙女大
 5大野　仁子(3)  5,24.33 6井上　実佳(2)  5,31.33 7小池　真緒(2)  5,42.30 8鶴田　享子(3)  5,47.19

椙女大 信大 椙女大 椙女大
 9西田香奈子(2)  5,49.37市川　実咲(4) 欠場    平松和佳奈(3) 欠場    牧野あゆみ(3) 欠場    

愛淑大 椙女大 名市大 椙女大
オープン女子 05/02  1山本　しおり(4) 10,34.90 2曽根原華子(3) 10,49.33 3小坂　由衣(2) 11,22.12 4松原ななみ(2) 11,24.38

名大 椙女大 椙女大 椙女大
 5大野　仁子(3) 11,25.07 6近藤日佳理(2) 11,42.52 7芳之内奈央(3) 11,57.39垣津　奈美(1) 欠場    

椙女大 名大 信大 名大M
オープン女子 05/02  1垣津　奈美(1) 17,07.77

名大M
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リレー種目・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４０回名古屋大学信州大学対校陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [9651941]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
女子 05/02     1信州大学 澤田　真那(1) 小林奈々恵(3) 野村　知佐(3) 篠原　祐子(2)       52.90

    2名古屋大学 菅野裕美子(2) 村松沙那恵(3) 春田　みどり(3) 中島　由紀(2)       55.94
オープン女子 05/02     1東海大三高 清水　友希(1) 高橋美由紀(1) 鈴木　理也(2) 宮坂　楓(2)       52.20

オープン女子 05/02 信州大学 欠場      

チーム名 選手名１

4×100mR4×100mR4×100mR

4×100mR4×100mR4×100mR

4×400mR4×400mR4×400mR



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４０回名古屋大学信州大学対校陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [9651941]

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 05/02  1春田　みどり(3)    4.64 2渡辺　里穂(1)    4.55 3村松沙那恵(3)    4.40

名大    -0.2 信大    +1.0 名大    +0.8
女子 05/02  1小中真由美(2)   10.21 2春田　みどり(3)    6.35 3小口　七海(4)    6.13 4渡辺　里穂(1)    6.05

名大 名大 信大 信大
オープン女子 05/02  1宮坂　楓(2)    5.95

東海大三高    +1.6
オープン女子 05/02  1近藤　理絵    5.47

名大倶楽部
オープン女子 05/02  1小中真由美(2)   39.62 2藤澤　緑(3)   27.00

名大 長野高専円盤投円盤投円盤投

走幅跳走幅跳走幅跳
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