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■この大会で樹立された記録 

男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
男子 走幅跳 決勝 7m27 角屋 喜基(3) 名古屋大 7m24 大会新 
男子 4x100mR 決勝 40.88 岩下 累(4) 

山下 拓也(4) 
長谷川 有希(4) 
橋本 太翔(4) 

名古屋大 42.04 大会新 

男子 800m 決勝 1:54.68 中島 大智(3) 信州大 1:54.95 大会新 
男子 やり投 決勝 64m77 西田 亮也(4) 名古屋大 59m43 大会新 
男子 4x400mR 決勝 3:16.65 嶋田 健太郎(4) 

小田 将矢(4) 
大藪 悠登(4) 
上野 和樹(4) 

名古屋大 3:17.30 大会新 

 
■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 
   (m/s) (°c) (%)    (m/s) (°c) (%) 

10:00 晴れ 南 2.5 20.0 35.0 13:00 晴れ 南西 1.6 24.0 26.0 
11:00 曇り 南西 1.3 22.0 31.0 14:00 晴れ 東北東 0.5 25.0 25.0 
12:00 曇り 南西 0.9 22.0 30.0 15:00 晴れ 東北東 3.6 25.0 21.0 

 
 



 
■失格の略号の説明 

FS 不正スタート (R162-7) 
T1 他の競技者を妨害した (R163-2) 
T2 他のレーンに入った (R163-3a) 
T3 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) 
T4 ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 
T5 競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6) 
T6 ハードルを越えなかった (R168-7) 
T7 足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a) 
T8 故意にハードルを倒した (R168-7b) 
R1 リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7) 

()内は区間を表す  (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走 
 



第16回信州大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会                                        
期日：平成29年5月4日（木）                                                      
会場：長野市営陸上競技場                                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172070  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 岡 愛美(4) 13.26 吉田 有美香(2) 13.53 高野 雅子(4) 13.98 小野塚 未夏(2) 14.11
100m 愛知･名古屋大 愛知･名古屋大 長野･信州大 長野･信州大

05/04 長谷川 詩歩(2) 1,02.32 高野 雅子(4) 1,04.12 成田 明日香(4) 1,04.38 宮島 志保美(4) 1,06.47
400m 愛知･名古屋大 長野･信州大 三重･名古屋大 長野･信州大

05/04 宮島 志保美(4) 4,55.36 山下 奈央(4) 4,58.12 田中 里歩(3) 5,04.50
1500m 長野･信州大 三重･名古屋大 三重･名古屋大

05/04 名古屋大       51.21 信州大       53.01
4×100mR 磯貝 萌々子(2) 栗空 亜沙美(2)

吉田 有美香(2) 小野塚 未夏(2)
岡 愛美(4) 高野 雅子(4)
河内 慶子(4) 中曽根 沙耶(4)

05/04 中曽根沙耶(4)5.21(+0.4) 栗空亜沙美(2)4.86(+0.8) 吉田有美香(2)4.75(+2.8) 岡 愛美(4) 4.47(-0.6)
走幅跳 長野･信州大 長野･信州大 愛知･名古屋大 愛知･名古屋大

05/04 新津 まり菜(3) 10.76 大西 美佐歩(4) 10.52 柄澤 真野(4) 9.52 河内 慶子(4) 8.93
砲丸投(4.000kg) 長野･信州大 愛知･名古屋大 長野･信州大 愛知･名古屋大
学校対校 名古屋大 信州大

29 26



決勝 5月4日 10:10

大会記録            12.66

風速 -1.5

 1 岡 愛美(4) 愛知     13.26 
ｵｶ ﾅﾙﾐ 名古屋大

 2 吉田 有美香(2) 愛知     13.53 
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐｶ 名古屋大

 3 高野 雅子(4) 長野     13.98 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大

 4 小野塚 未夏(2) 長野     14.11 
ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ 信州大

決勝 5月4日 11:25

大会記録          1,00.20

 1 長谷川 詩歩(2) 愛知   1,02.32 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾎ 名古屋大

 2 高野 雅子(4) 長野   1,04.12 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 信州大

 3 成田 明日香(4) 三重   1,04.38 
ﾅﾘﾀ ｱｽｶ 名古屋大

 4 宮島 志保美(4) 長野   1,06.47 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

決勝 5月4日 10:50

大会記録          4,30.35

 1 宮島 志保美(4) 長野   4,55.36 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 2 山下 奈央(4) 三重   4,58.12 
ﾔﾏｼﾀ ﾅｵ 名古屋大

 3 田中 里歩(3) 三重   5,04.50 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 名古屋大

決勝 5月4日 15:10

大会記録            50.31

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 名古屋大   401 磯貝 萌々子(2)     51.21 

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ ｲｿｶﾞｲ ﾓﾓｺ
  402 吉田 有美香(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐｶ
  405 岡 愛美(4)

ｵｶ ﾅﾙﾐ
  406 河内 慶子(4)

ｶﾜﾁ ｹｲｺ
 2   4 信州大   247 栗空 亜沙美(2)     53.01 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ
  246 小野塚 未夏(2)

ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ
  239 高野 雅子(4)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
  242 中曽根 沙耶(4)

ﾅｶｿﾈ ｻﾔ

5   407

4   241

3   412

2   239

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   239

2   246

3   405

5   402

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ 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
1   241

3   408

女子

4×100mR

決勝

2   410



決勝 5月4日 10:30

大会記録             5.49

中曽根 沙耶(4) 長野   4.99   5.19   5.12    X   4.99   5.21    5.21 
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大   +0.3   +0.7   +0.6    0.0   +0.4    +0.4
栗空 亜沙美(2) 長野    X    X    X   4.68    X   4.86    4.86 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 信州大   +2.0   +0.8    +0.8
吉田 有美香(2) 愛知   4.22   4.53   4.63   4.75   4.65   4.69    4.75 
ﾖｼﾀﾞ ﾕﾐｶ 名古屋大   +2.5   +2.0   +0.4   +2.8   +0.3   +0.1    +2.8
岡 愛美(4) 愛知   3.91   3.63    X    X   4.47    X    4.47 
ｵｶ ﾅﾙﾐ 名古屋大   +1.0   +1.5   -0.6    -0.6

決勝 5月4日 10:00

大会記録            11.14

新津 まり菜(3) 長野
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
大西 美佐歩(4) 愛知
ｵｵﾆｼ ﾐｻﾎ 名古屋大
柄澤 真野(4) 長野
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
河内 慶子(4) 愛知
ｶﾜﾁ ｹｲｺ 名古屋大

3 1   402

4 3   405

1 2   242

2 4   247

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

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 2   244

 9.71 10.52 10.06 10.11 10.34 10.76  10.76 

2 3   403
 9.08  9.14  9.40 10.34 10.10 10.52  10.52 

3 4   238
 9.52  8.69   X

4 1   406
 8.06  7.86  7.88   8.93  8.93  8.83   X

 9.38  9.19  9.38   9.52 



5月4日 10:15

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 高野 文菜(4) 愛知     13.00  1 熊谷 エミリ(4) 愛知     13.59 
ﾀｶﾉ ﾌﾐﾅ 愛知淑徳大 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ 名古屋市立大

 2 河辺 真知子(4) 愛知     13.26  2 水野 萌果(3) 愛知     13.66 
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 椙山女学園大 ﾐｽﾞﾉ ﾓｶ 椙山女学園大

 3 山崎 恵里佳(4) 愛知     13.27  3 澤田 萌乃(2) 愛知     13.82 
ﾔﾏｻｷ ｴﾘｶ 金城学院大 ｻﾜﾀﾞ ﾓｴﾉ 愛知淑徳大
稲葉 水保(3) 愛知  4 豊田 文音(3) 愛知     14.66 
ｲﾅﾊﾞ ﾐﾎ 椙山女学園大 ﾄﾖﾀﾞ ｱﾔﾈ 金城学院大
榊原 南実 長野  5 佐野 栞那(4) 愛知     15.78 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大 ｻﾉ ｶﾝﾅ 愛知淑徳大

宮崎 玲奈(3) 愛知
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 椙山女学園大

5月4日 13:10

風速 +1.3

 1 高野 文菜(4) 愛知     26.26 
ﾀｶﾉ ﾌﾐﾅ 愛知淑徳大

 2 澤田 萌乃(2) 愛知     28.03 
ｻﾜﾀﾞ ﾓｴﾉ 愛知淑徳大
水野 萌果(3) 愛知
ﾐｽﾞﾉ ﾓｶ 椙山女学園大
榊原 南実 長野
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大
山崎 恵里佳(4) 愛知
ﾔﾏｻｷ ｴﾘｶ 金城学院大

5月4日 11:30

 1 河辺 真知子(4) 愛知     59.72 
ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁｺ 椙山女学園大
宮崎 玲奈(3) 愛知
ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ 椙山女学園大
山崎 恵里佳(4) 愛知
ﾔﾏｻｷ ｴﾘｶ 金城学院大
澤田 萌乃(2) 愛知
ｻﾜﾀﾞ ﾓｴﾉ 愛知淑徳大

5月4日 12:40

 1 小笠原 香苗(4) 愛知   2,29.11 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 名古屋市立大

 2 佐藤 夏子(3) 長野   2,38.47 
ｻﾄｳ ﾅﾂｺ 信州大
宮島 志保美(4) 長野
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

4   428
欠場

5   425
欠場

6   415

3   419
欠場

オープン女子

400m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2   421

5   419

6   425

7   429

所属名 記録／備考
4   414

3   418

4   237
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

3   428

2   416
欠場

6   422

5   415

オープン女子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

オープン女子

800m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   241
欠場

3   413

4   243

オープン女子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6   422

2   425

5   428
欠場

3   418
欠場

4   237



5月4日 10:55

 1 桐木 文咲(2) 愛知   5,03.37 
ｷﾘｷ ｱﾔｻ 愛知淑徳大

 2 小笠原 香苗(4) 愛知   5,09.35 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾅｴ 名古屋市立大

 3 山下 南帆(2) 愛知   5,10.65 
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾎ 愛知淑徳大

 4 金尾 南実(3) 愛知   5,13.59 
ｶﾅｵ ﾐﾅﾐ 椙山女学園大

 5 山田 みのり(4) 愛知   5,18.52 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 名古屋大

 6 寺澤 彩夏(4) 愛知   5,20.27 
ﾃﾗｻﾜ ｱﾔｶ 愛知淑徳大

 7 松浦 藍子(2) 愛知   5,26.60 
ﾏﾂｳﾗ ｱｲｺ 愛知淑徳大

 8 丹羽 遥香(2) 三重   5,40.95 
ﾆﾜ ﾊﾙｶ 名古屋大

5月4日 15:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 名大・淑徳大合   414 熊谷 エミリ(4)     50.36 

ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐﾘ
  422 高野 文菜(4)

ﾀｶﾉ ﾌﾐﾅ
  425 澤田 萌乃(2)

ｻﾜﾀﾞ ﾓｴﾉ
  428 山崎 恵里佳(4)

ﾔﾏｻｷ ｴﾘｶ
  6 椙山女学園大

ｽｷﾞﾔﾏｼﾞｮｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ 欠場

オープン女子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   424

4   413

9   427

5   417

10   409

6   423

8   426

11   411

オープン女子

4×100mR



5月4日 10:30

長澤 紗(1) 長野    X   4.90    X    4.90 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大   +1.0    +1.0
松田 明子(2) 長野   4.71   4.78   4.59    4.78 
ﾏﾂﾀﾞ ｱｷｺ 信州大   +1.4   +0.3   +0.3    +0.3
榊原 南実 長野 欠場
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅﾐ 信州大

5月4日 10:00

磯貝 萌々子(2) 愛知
ｲｿｶﾞｲ ﾓﾓｺ 名古屋大
中曽根 沙耶(4) 長野
ﾅｶｿﾈ ｻﾔ 信州大
井川 遥菜(1) 長野
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大

5月4日 11:30

新津 まり菜(3) 長野
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
柄澤 真野(4) 長野
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 信州大
河内 慶子(4) 愛知
ｶﾜﾁ ｹｲｺ 名古屋大
井川 遥菜(1) 長野
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大

5月4日 13:30

新津 まり菜(3) 長野
ﾆｲﾂ ﾏﾘﾅ 信州大
磯貝 萌々子(2) 愛知
ｲｿｶﾞｲ ﾓﾓｺ 名古屋大
小野塚 未夏(2) 長野
ｵﾉﾂﾞｶ ﾐｶ 信州大
栗空 亜沙美(2) 長野
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 信州大
井川 遥菜(1) 長野
ｲｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 信州大

-5- -6- 記録 備考

3   237

1 2
-3-

オープン女子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -4-所属名 -1- -2-

オープン女子

砲丸投(4.000kg)

  249

2 1   248

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 1   401

 7.79  7.75  8.31   8.31 

2 2   242
 6.00  7.14  7.28

3 3   250
 6.95  7.21  7.04   7.21 

  7.28 

オープン女子

円盤投(1.000kg)
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 1   244
  O   O 36.52  36.52 

2 2   238
  O   O 32.96  32.96 

3 3   406
  O   O 29.07

4 4   250
18.37   O   O  18.37 

 29.07 

オープン女子

やり投(0.600kg)
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 1   244
  O   O 39.41  39.41 

2 2   401
  O   O 38.33  38.33 

3 3   246
  O 36.60   O  36.60 

4 4   247
29.51   O   X

5 5   250
23.21   X   X  23.21 

 29.51 
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