
期日： 平成27年9月11日(金)～13日（日）
場所： ヤンマースタジアム長居

9/11

9/11

9/11

9/11

9/11

9/11

9/11

順位 校名 総合 短距離 中距離 長距離 障害 競歩 リレー 跳躍 投擲 混成 ﾄﾗｯｸ ﾌｨｰﾙﾄﾞ 混成 優勝 １年 ２年 ３年 ４年 院

1 立命大 67 11 0 17 9 2 14 0 7 7 53 7 7 1 0 8 20 25 0

2 筑波大 66 0 6 0 10 0 5 15 25 5 21 40 5 1 10.5 18 19 2.5 11

3 大阪成蹊大 54 32 0 0 2 0 13 7 0 0 47 7 0 3 16 21 2 2 0

4 東学大 32 0 15 0 0 7 0 5 0 5 22 5 5 1 6 11 15 0 0

5 国士大 30 0 0 0 1 6 0 0 23 0 7 23 3 1 0 19 1 10 0

7 順大 29 0 19 2 0 0 0 0 8 0 21 8 0 2 4 8 0 17 0

１９位　依田友希奈③　１ｍ６５

１３位 木村ひかり① １２ｍ１５ －０．８

予選　１９位　藤森夏美②　１２ｍ６６

予選　　１位　藤森夏美②　４８ｍ８２
　　　　１６位　清水麻実③　４１ｍ９２

予選　１９位　犬伏志歩④　４６ｍ８５

１６位　松本　紗依①　５０′３８″４１

第84回日本学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果一覧

＜女子＞

園田学園女大　１２″０３ 愛知教育大　１２″１１9/12 大東大　１１″７４

小山　晶③100m(＋0.6)

木村　瑞穂①

沖　佳織④土井　杏南②

立命大　１１″９９

中村　水月② 宮澤　有紀③ 藤森　安奈③

1 2 84 5 6

安部　遙香① 名倉　千晃②

3

中村　水月② 江口　琴美①

富山大　１１″８８ 青学大　１１″９１ 福島大　１１″９７

7

大阪成蹊大　１１″７７

9/13 大阪成蹊大　２３″８１

200m（－0.2) 青山　聖佳①

作新学院大　２４″４６ 大東大　２４″５９

小山　晶③ 北澤　沙耶② 山本　芽依④ 土井　杏奈②

大阪成蹊大　２４″００ 埼玉大　２４″０６ 立命大　２４″１７ 京教大　２４″２１

青山　聖佳① 樫山　楓③ 佐藤　日奈子① 名倉　彩夏③

中大　５６″３３

吉見　美咲③

甲南大　２４″８９

新宅　麻美④

神戸大　５４″２４ 中京大　５４″５９

西田　文香④

大阪成蹊大　５５″１８立命大　５４″７２

小田垣　亜樹④

山田　はな③ 卜部　蘭② 大宅　楓④ 平野　綾子③ 北根　万由佳④

大阪成蹊大　５３″３３ 至学館大　５３″９１ 大東大　５４″０３

800m 小野　莉奈③ 竹内　麻里子④ 北村　夢②

東学大　２′０７″７７ 東学大　２′０８″４３ 日体大　２′０９″１８ 筑波大　２′１０″２０ 順大　２′１０″３６ 福島大　２′１２″３９ 中京大　２′１５″０９ 日体大　２′２０″０４

青木　和① 白鳥さゆり① 小林　美貴④ 棚池　穂乃香① 平野　綾子③小山　香子④ 飯野　摩耶④ 上田　未奈①

順大　４′２８″７０ 順大　４′２８″７６

1500m

京産大　４′２８″９５ 筑波大　４′２９″１６順大　４′２１″３３◎ 東農大　４′２１″５８ 城西大　４′２１″６１ 名城大　４′２７″７０

大森　菜月③ 廣瀬　亜美③

福岡大　１５′５９″６５ 名城大　１６′００″７８

5000m

9/12 日体大　１６′０１″２１

出水田　眞紀② 逸木　和香菜③ 玉城　かんな① 細田　あい②

大阪学院大　１５′５６″２１ 立命大　１５′５６″３９ 関西大　１５′５７″２７ 立大　１５′５９″５３

新井　沙紀枝③

藤原　未来M1

上原明悠美③ 古谷　奏① 唐沢　ゆり② 逸木　和香菜③鍋島　莉奈④ 出水田　眞紀② 太田　琴菜②

松山大　３３′２６″３１ 日体大　３３′３３″１８

日体大　１３″５８9/13 武庫川女大　１３″４８

福岡大　３３′３５″２８ 大東大　３３′３６″２１鹿屋体育大　３３′１８″６９ 立大　３３′１９″１２ 立命大　３３′１９″４３ 松山大　３３′２３″１０

100mH（0.0） 上田　繭④ 渡邉　実歩③

愛知教育大　１３″６６ 福島大　１３″６７

筑波大　５７″８１ 立命大　５８″０２

筑波大　１３″６７ 大阪成蹊大　１３″７２

立命大　５８″４１

田中　　杏梨③

武庫川女大　５７″７１

藤原　未来M1 伊藤　明子② 西田　文香④

神戸大　５８″０１

清山　ちさとM2福部　真子③ 小林　紗矢香① 安部　遙香①

甲南大　１３″４９ 国士大　１３″９３

川端　涼夏④梅原　紗月③ 王子田　萌④

法政大　５９″０３ 園田学園女大　５９″２８

川原　菜摘③ 近藤　夏奈③

環太平洋大　５９″５５

東学大　４７′３７″３７

福岡大　１０′２２″４１

小林　美貴④ 宇都宮　恵理④

大東大　１０′２８″７７

辻　笑② 渡辺　真央④

高山　瑞佳⑤

新潟医療福祉大　４８′３４″０５中京大　４７′５７″２１

松山大　１０′０５″９４

後藤　怜奈② 八木　望③

東農大　１０′０６″３７

三島　美咲③ 清水　萌衣乃①

大久保　玲美③

小池　彩加④ 大塚　菜穂④

立命大　１０′２４″１９ 中大　１０′２５″０５ 順大　１０′２７″５４東北福祉大　１０′１８″７８

４６″００

中京大

立命大　４８′３３″１５

立命大 甲南大 大東大

４５″７３

園田学園女大

４５″８４ ４５″８５

３′３８″９０

東洋大　４８′０９″５６

松本　彩映④ 丸山　梨紗子④ 川瀬　紫織④

環太平洋大

４５″９９

河添　香織②

国士大　４７′５０″３３中部学院大　４５′５２″６７

４５″４０ ４５″４９ ４５″７２

福岡大大阪成蹊大

大阪成蹊大 至学館大 立命大 筑波大

３′４０″４７ ３′４２″６２ ３′４３″５５

那須　眞由①

青学大 都留文大

辻愛②甲南大　池住瑞紀③愛知教育大

３′４０″３３ ３′４０″４３

鹿屋体育大　３ｍ７０清和大　３ｍ８０ 中京大　３ｍ７０

３′４３″５６

庄司雪乃④筑波大　宗包麻里菜④中京大

１m７６ 1ｍ７３ １ｍ７０

筑波大　３ｍ８０ 園田学女大　３ｍ７０

榎本　優子M２ 小田嶋怜美④ 青柳　唯④ 間宮　里菜③

酒井　瞳味③ 朝妻　優萌②

京都教育大　６ｍ１３　－０．３ 大阪成蹊大　６ｍ０８　＋１．４

大窪　海音香④利藤　野乃花②

愛知教育大　５ｍ９８　＋１．１ 中大　５ｍ９４　＋１．３

福西　穂乃佳③

平成国際大　５ｍ８７　＋０．３東学大　５ｍ８７　＋０．６

渡邊　亜衣里③ 近藤　祐未① 中澤　希緒③

福岡大　１４ｍ２８

内田　千香子②

中川　秋奈④ 森本　麻里子③ 一村　リサ④

九共大　１２ｍ７９　－０．６

園田学園女大　１３ｍ９０

電通大　１２ｍ４６　－０．３日女体大　１２ｍ５８　－０．６ 日体大　１２ｍ３９　＋０．８ 早大　１２ｍ３７　＋０．４

松田　昌子④

東海大　１２ｍ３０　＋１．１

藤森　夏美② 辻川　美乃莉② 中山　和子② 清水　麻衣①

長沼　　瞳②

聖学院大　１２ｍ４３　＋０．７

東大阪大　４５ｍ７０

福岡大　１５ｍ７２ 国士大　１４ｍ５７ 東女体大　１４ｍ２９

福島　美沙希④ 佐伯　珠実④ 勝山　眸美③

びわこ学院大　４５ｍ０８

有本　愛美③ 池浦　佳奈③

九共大　５９ｍ８９ 立命大　５９ｍ０４

江原　宇宙① 本村　夏鈴②

東女体大　４４ｍ４０ 九共大　４４ｍ３４筑波大　４８ｍ１１

筑波大　５４ｍ０３ 九共大　５３ｍ４４筑波大　５８ｍ９１ 九共大　５３ｍ１７

西山　育未④

松井　理沙③

中京大　５１ｍ５２

山崎　有紀②

筑波大　５２７０点

斉藤　真里菜② 加藤　瑞生④ 久世　生宝③

国士大　５２ｍ０３

坂蔵　杏奈② 小島　鈴菜②

伊藤　明子②

国士大　５５ｍ９９ 筑波大　５４ｍ２９ 鹿屋体育大　５２ｍ５８

中大　５４４８点

京教大　５５ｍ４１

立命大　５３４５点 園田学園女大　５３１１点 東学大　５３０２点

ヘンプヒル　恵① 西村　莉子④ 宇都宮　絵莉④ 澤田　珠里①　

順大　５０ｍ３８

清水　真帆②

やり投

七種競技

9/13

9/13

9/13 筑波大　５１１４点

松原　恵③

九共大　５１７３点 早大　５１５９点

石井　明日夏①

相馬　由佳④ 仲野　春花①

走幅跳

３′４４″７１

駿河台大

大阪学院大　１６′０３″５９

木村　芙有加③

原田　彩希①辻本　愛莉香②

愛知教育大　１ｍ７６ 早大　１ｍ７６

弘前大　４８′２０″３３

400m

9/13

9/13

9/13

東女体大　４４ｍ５１

知念　莉子④

田澤　可南子③　

国士大　１４ｍ２３ 東海大　１３ｍ６２

塗　真奈美②

佐賀　衣里子④

至学館大　１２ｍ３０　＋０．３

浅野　叶紀①

水口　怜①

九共大　５ｍ８５　＋０．０

筑波大　４３ｍ３５

新潟医療福祉大　５２ｍ５１

東学大　５ｍ８３　－１．３

宮本　優香③

鈴木　佑実③ 内海　智香④

松本　さつき①

大阪体育大　５２ｍ９８

東女体大　５０ｍ７４

南野　智美①

鹿屋体大　５１ｍ１２

円盤投

10000m

10000mW

4×100ｍR

9/12

走高跳

400mH

3000mSC

4×400mR

9/13

9/12

棒高跳 坂田千奈①大阪教大　稲艸夏姫②環太平洋大

３ｍ６０
金治良佳①武庫川女大　鈴木里菜②日体大

３ｍ６０

砲丸投

9/12 鹿屋体大　１３ｍ７８

齋藤　早希③太田　亜矢② 西川　チカコ①

予選　６着　小林美貴④　１０′２５″３３◎

三段跳

寺谷諭美①筑波大　　岩下美桜②大阪教育大

新潟医療福祉大

9/12

以降順大生

予選　２着　小林美貴④ ４′２４″８１
　　　　１着　小山香子④ ４′２７″５９
　　　　５着　白鳥さゆり①４′２５″９３

１６位　今村咲織②　１６′３３″９１

DNS 今村咲織②

ハンマー投

準決  １着 北根万由佳④２′１３″０２
        ７着   土屋優実④ ２′１５″７４
予選  １着 北根万由佳④２′１１″５８
        ５着  土屋優実 ④２′１１″４２
　　　　４着  杉山香南 ①２′１３″６０


