
第42回名古屋大学・信州大学対校陸上競技大会                                      
　期日：平成２３年４月２９日（金）                                              
　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
04/29 女子  -0.9 成瀬 葉香(4) 13.08 澤田 真那(3) 13.21 森 美聡(2) 13.67

100m 愛知･名大 長野･信州大 岐阜･名大
04/29 澤田 真那(3) 1,02.02 菅野 裕美子(4) 1,04.88 若宮 有加莉(2) 1,06.31

400m 長野･信州大 岡山･名大 岐阜･名大
04/29 山本 しおり(6) 4,57.77 内蔵 萌(2) 4,58.52 近藤 日佳理(4) 5,06.70 山上 ゆきの(3) 5,29.43

1500m 愛知･名大 長野･信州大 愛知･名大 長野･信州大
04/29 渡辺 里穂(3) 5.00(-0.6) 森 美聡(2) 4.90(+0.1) 寺田 遥香(4) 4.66(+2.7) 澤田 真那(3) 4.39(+2.0)

走幅跳 長野･信州大 岐阜･名大 愛知･名大 長野･信州大
04/29 寺田 遥香(4) 8.53 江嶋 優(1) 6.68 渡辺 里穂(3) 6.57 成瀬 葉香(4) 4.58

砲丸投4.0 愛知･名大 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名大
04/29 名大       52.27 信州大       54.82

4×100mR 若宮 有加莉(2) 金子 芽衣(1)
森 美聡(2) 和田 みさこ(1)
菅野 裕美子(4) 宮沢 留美(3)
成瀬 葉香(4) 澤田 真那(3)



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４２回名古屋大学信州大学対校陸上競技大会   ｺｰﾄﾞ  [1651941]

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 04/29 -0.9  1 成瀬 葉香(4) 愛知    13.08  2 澤田 真那(3) 長野    13.21  3 森 美聡(2) 岐阜    13.67 中山 結美子(2) 長野 欠場    

名大 信州大 名大 信州大
女子 04/29  1 澤田 真那(3) 長野  1,02.02  2 菅野 裕美子(4) 岡山  1,04.88  3 若宮 有加莉(2) 岐阜  1,06.31

信州大 名大 名大
女子 04/29  1 山本 しおり(6) 愛知  4,57.77  2 内蔵 萌(2) 長野  4,58.52  3 近藤 日佳理(4) 愛知  5,06.70  4 山上 ゆきの(3) 長野  5,29.43

名大 信州大 名大 信州大
オープン女子 04/29 +2.0  1 大島 千穂 愛知    13.59  2 廣瀬 美穂子 愛知    13.78  3 吉原 沙季(4) 長野    14.01  4 日極 りな(1) 長野    15.89

椙女大 名市大 長野高専 長野高専
竹下 晴子 愛知 欠場    金子 葵(1) 愛知 欠場    鈴木 美保子 愛知 欠場    

愛淑大 名大 名女大
オープン女子 04/29 +1.5  1 服部 沙紀 愛知  1,02.69  2 吉原 沙季(4) 長野  1,08.34

名市大 長野高専
オープン女子 04/29  1 松原 ななみ 岐阜  4,50.32  2 眞野 果林(2) 三重  5,09.67  3 前田 紗希(2) 愛知  5,20.88  4 古田 祐衣(2) 岐阜  5,22.02

椙女大 名大 名大 名大
 5 光田 理子(3) 長野  5,34.35 山上 ゆきの(3) 長野 欠場    

信州大 信州大
オープン女子 04/29 山本 しおり(6) 愛知 欠場    近藤 日佳理(4) 愛知 欠場    前田 紗希(2) 愛知 欠場    松原 ななみ 岐阜 欠場    

名大 名大 名大 椙女大
山上 ゆきの(3) 長野 欠場    光田 理子(3) 長野 欠場    下村 伊代(2) 長野 欠場    内蔵 萌(2) 長野 欠場    

信州大 信州大 信州大 信州大
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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４２回名古屋大学信州大学対校陸上競技大会   ｺｰﾄﾞ  [1651941]

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 04/29  1 渡辺 里穂(3) 長野    5.00  2 森 美聡(2) 岐阜    4.90  3 寺田 遥香(4) 愛知    4.66  4 澤田 真那(3) 長野    4.39

信州大    -0.6 名大    +0.1 名大    +2.7 信州大    +2.0
女子 04/29  1 寺田 遥香(4) 愛知    8.53  2 江嶋 優(1) 長野    6.68  3 渡辺 里穂(3) 長野    6.57  4 成瀬 葉香(4) 愛知    4.58

名大 信州大 信州大 名大
オープン女子 04/29  1 宮沢 七夕子(1) 長野    1.40

信州大
オープン女子 04/29 宮沢 七夕子(1) 長野 欠場    

信州大
オープン女子 04/29  1 大島 千穂 愛知    5.05  2 森山 愛里(1) 長野    3.78 鈴木 美保子 愛知 欠場    

椙女大    +1.8 長野高専    +0.6 名女大
オープン女子 04/29 森 美聡(2) 岐阜

名大
オープン女子 04/29  1 森山 愛里(1) 長野    7.17

長野高専
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