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記 録 集 
 

期   ⽇︓ 平成２８年 6 ⽉ 19 ⽇（⽇） 
会   場︓ ⻑野市営陸上競技場（競技場コード 201010） 
主   催︓ 信州⼤学陸上競技部 

⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
総   務︓ 三條 俊彦 
審 判 ⻑︓ 鈴⽊ ⽂雄 
記 録 主 任︓ 古⽥ 新造 

 
 

■グラウンドコンディション 
 

6 ⽉ 19 ⽇ 
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

   (m/s) (°c) (%)
10:00 曇り 南 0.8 26.5 51.0
11:00 曇り 南 1.6 28.0 45.0
12:00 曇り 南⻄ 3.0 29.0 35.0
13:00 曇り 南 3.0 29.0 35.0
14:00 曇り 南 3.8 27.0 43.0
15:00 ⾬ 南 0.1 26.0 60.0

 



第58回三大学対校陸上競技大会                                               
期日：平成28年6月19日(日) 
主催：信州大学陸上競技部・長野陸上競技協会                                      

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

06/19 オープン女子  -2.1 高野 雅子(3) 13.85 山室 友紀(3) 14.12 岡本 彩奈(1) 14.47
100m 信州大 東京農工大 東京農工大

06/19  -4.4 高野 雅子(3) 30.71 宮島 志保美(3) 30.91
200m 信州大 信州大

06/19 宮島 志保美(3) 1,05.39 多田 光里(2) 1,07.93
400m 信州大 東京農工大

06/19 多田 光里(2) 2,28.29
800m 東京農工大

06/19 磯貝 レオナ(2) 6,00.26 尾崎 未佳(1) 6,18.19
1500m 東京農工大 京都工芸繊維大

06/19 武藤 直緒(2) 1.60
走高跳 東京農工大

06/19 榊原 南実(4) 5.41(+0.4) 中曽根 沙耶(3)4.85(+2.8) 栗空亜沙美(1) 4.80(+2.1)
走幅跳 信州大 信州大 信州大

06/19 栗空亜沙美(1) 10.55(+0.6)
三段跳 信州大

06/19 新津 まり菜(2) 10.62 加藤 里奈(1) 6.15
砲丸投4.0 信州大 東京農工大

06/19 新津 まり菜(2) 34.38 柄澤 真野(3) 33.35
円盤投1.0 信州大 信州大

06/19 新津 まり菜(2) 41.46 佐伯 悠里香(3) 36.12 榊原 南実(4) 32.51 柄澤 真野(3) 32.16 松村 悠里(1) 21.05
やり投0.6 信州大 信州大 信州大 信州大 東京農工大



決勝 6月19日 10:06

風速 -2.1

 1 高野 雅子(3)     13.85 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大

 2 山室 友紀(3)     14.12 
ﾔﾏﾑﾛ ﾕｷ 東京農工大

 3 岡本 彩奈(1)     14.47 
ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 東京農工大
榊原 南実(4)
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

決勝 6月19日 13:36

風速 -4.4

 1 高野 雅子(3)     30.71 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大

 2 宮島 志保美(3)     30.91 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

決勝 6月19日 11:16

 1 宮島 志保美(3)   1,05.39 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 2 多田 光里(2)   1,07.93 
ﾀﾀﾞ ﾋｶﾘ 東京農工大
佐藤 夏子(2)
ｻﾄｳ ﾅﾂｺ 信州大
多田 遥(3)
ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 信州大

決勝 6月19日 13:06

 1 多田 光里(2)   2,28.29 
ﾀﾀﾞ ﾋｶﾘ 東京農工大

決勝 6月19日 10:36

 1 磯貝 レオナ(2)   6,00.26 
ｲｿｶﾞｲ ﾚｵﾅ 東京農工大

 2 尾崎 未佳(1)   6,18.19 
ｵｻﾞｷ ﾐｶ 京都工芸繊維大
多田 光里(2)
ﾀﾀﾞ ﾋｶﾘ 東京農工大

1   124
欠場

2   123

3   316

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   124

オープン女子

1500m
決勝

オープン女子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   293
欠場

6   292
欠場

5   287

7   124

オープン女子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   289

4   287

オープン女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

オープン女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   289

5   122

3   126

4   286
欠場



決勝 6月19日 12:25

1m80 1m85 1m90
武藤 直緒(2) - - - - XXO XO XXO XXX
ﾑﾄｳ ﾅｵ 東京農工大
山室 友紀(3) 欠場
ﾔﾏﾑﾛ ﾕｷ 東京農工大

決勝 6月19日 10:05

榊原 南実(4)    X   5.41   5.26    5.41 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大   +0.4   +2.7    +0.4
中曽根 沙耶(3)   4.71   4.85   4.69    4.85 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大   +0.6   +2.8   +1.6    +2.8
栗空 亜沙美(1)   4.80   4.55    X    4.80 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 信州大   +2.1   +2.6    +2.1
武藤 直緒(2) 欠場
ﾑﾄｳ ﾅｵ 東京農工大

決勝 6月19日 13:35

栗空 亜沙美(1)  10.38  10.55    X   10.55 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 信州大   +1.1   +0.6    +0.6

決勝 6月19日 10:15

新津 まり菜(2)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
加藤 里奈(1)
ｶﾄｳ ﾘﾅ 東京農工大

決勝 6月19日 11:45

新津 まり菜(2)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
柄澤 真野(3)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾉ 信州大
加藤 里奈(1) 欠場
ｶﾄｳ ﾘﾅ 東京農工大

 33.35 

16   127

 34.38 

2 15   288
  O   O 33.35

備考
1 14   294

  O 34.38   O

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

  6.15 

オープン女子

円盤投1.0
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 10.62 

2 16   127
 5.86  5.83  6.15

備考
1 15   294

10.34 10.53 10.62

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

1 22   295

オープン女子

砲丸投4.0
決勝

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン女子

三段跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

3 28   295

27   125

記録 備考
1 30   286

2 29   290

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

13   122

オープン女子

走幅跳

1m65 1m70 1m75
記録 備考

1 14   125
 1.60

1m35 1m55 1m60
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m30

オープン女子

走高跳
決勝

1m40 1m45 1m50



決勝 6月19日 13:05

新津 まり菜(2)
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
佐伯 悠里香(3)
ｻｴｷ ﾕﾘｶ 信州大
榊原 南実(4)
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大
柄澤 真野(3)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾉ 信州大
松村 悠里(1)
ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘ 東京農工大

 21.05 

 32.16 

5 18   128
  O 21.05   O

 32.51 

4 17   288
  O   O 32.16

 36.12 

3 20   286
  X 32.51   X

 41.46 

2 19   291
36.12   O   O

備考
1 16   294

  O 41.46   O

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

オープン女子

やり投0.6
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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