
期日： 令和元年9月20日(金)～22日(日)
場所： 相模原ギオンスタジアム

国士大　4177点
七種競技

竜門　千佳① 中村　雪乃② 三吉　南緒① 渡邉　有夏② 池本　夏実①

国士大　4140点 順大　3997点

宅間きらら② 水落　らら① 北村　杏理①

日体大　4827点 東女体大　4749点

やり投
奈良岡翠蘭① 兵藤　秋穂② 郡司美奈子② 石田　雲母② 今井明日香① 松澤　知佳② 亀谷　実生① 玉城　佑香②

丹下　　葵②　17位　33ｍ84
日大　51m33NGR 筑波大　48m53 国士大　47m98 国武大　47m52 日体大　46m66 国士大　45m71 日体大　45m33 東女体大　43m22

山梨学大　4415点 日体大　4382点PB 中大　4336点

ハンマー投
小林　秋穂② 朝倉　礼歩② 深沢　萌絵①

磯田　 実華②　9位　45ｍ49
国武大　52m66PB 順大　51m68PB 東女体大　51m23 明海大　49m30 順大　49m14 中大　48m19

松島　成美② 飯沼　裕美① 山本　　蘭② 湯澤　栞里② 髙橋　七海②

日体大　47m39 上武大　45m91

田中　彩菜②
井上　　紅②　17位　32ｍ23

東女体大　52m95NGR 東女体大　44m84 国士大　44m28 順大　42m84 日体大　41m50 日体大　41m27 東女体大　40m25 筑波大　40m08
円盤投

齋藤　真希① 岡本　光生① 大迫　晴香① 四役ひかり② 平野　優花② 安達　芽衣① 宮森　優羽①

砲丸投
安達　芽衣① 中村　未華① 穴澤　瑠伽①

四役ひかり②　9位　11ｍ43
国士大　14m14PB 日大　13m79 国士大　13m43 国士大　12m61 東女体大　12m41 日体大　2m34

大迫　晴香① 小山田　芙由子① 松下ちひろ② 髙木　琴音① 葛野　朱華①

東女体大　12m09PB ウェルネス大　11m86

星野　杏佳②
堀内　 瑠奈①　15位　11ｍ43（+1.7）
猪原　 詩音①　ＮＭ

青学大　12m69(+3.1) 順大　12m65(+2.2) 日女体大　12m32(+0.8) 中大　12m31(+1.6) 青学大　12m17(+0.8)PB 日体大　12m12(+1.1) 日女体大　12m11(+1.1) 高崎経大　11m78(+2.3)
三段跳

金子史絵奈② 中村　紗華② 河添　千秋① 平松　紗季① 磯部　未侑② 宮口　愛子① 宮本　佳苗②

走幅跳
清野涼々花② 冨塚日南々① 小野瀬桃華②

中田　 嬉歩②ＤＮＳ
日体大　6m02(+1.4)NGR 日女体大　5m89(+2.1) 順大　5m66(+1.6) 山梨学大　5m64(+1.1) 駿河台大　5m63(+1.6) 東学大　5m58(0.0)

東　　祐希② 河添　千秋① 堀内　瑠奈① 澤井　萌奈② 小野田吏紗②

立大　5m54(+1.3) 日大　5m52(+2.2)

棒高跳
前川　　淳② 橋本　　直② 和田沙也夏②

走高跳

齊藤　安里②日体大　向井　瑠子①法大
小林　　奏②日女体大　山田　青空①清和大

3ｍ10

小栗　七海②

日体大　3m91NGR 日体大　3m70 日体大　3m60 東学大　3m10

菊池　涼香①日大　
宍戸　愛子①玉川大

1ｍ60

小野　恵蓮①東海大
藤田　紗江①国士大

1ｍ61
田中　 佑果①　ＮＭ

日大　1m73 日女体大　1m65 日女体大　1m65

梅原　遥奈① 北原　千愛② 鎌田ほのか② 清野かな子②順大
三浦なつの①東洋大

1ｍ65

国士大　49.49.24 早大　53.16.40 お茶女大　54.28.15 聖学院大　54.51.76 山梨学大　55.02.87 順大　55.13.08 国士大　56.44.30
10000mW

松本　優澄① 木村　　和① 中　　梨緒① 外所　弓佳① 廣瀬　弥生① 川﨑明日香② 矢吹　彩音①

4×400mR
立大Ｂ 東女体大Ａ

儀藤②-松田①-湯淺②-鍋島①　予）3組6着　4.13.46
3.43.59 3.45.93 3.47.01 3.50.24 3.51.98 3.58.58

日体大Ｂ 青学大Ａ 立大Ａ 中大 青学大Ｂ

3.59.94

立大Ａ

46.01 46.42 46.58 46.58 47.33 47.70 47.90 48.06
4×100mR

日体大Ａ 青学大Ａ 青学大Ｂ 日体大Ｂ 駿河台大Ａ 中大 作新学大

實石奈都紀②　予）1組5着　1.05.32
日体大　1.00.39 日体大　1.02.06 大東大　1.02.13 青学大　1.02.33 青学大　1.03.15 東女体大　1.03.99 青学大　1.04.56

400mH
大地彩央里① 小﨑　　遥② 寺本　光里② 有田安紗季① 大川なずな① 諏佐みなみ② 山本　美紗①

黒岩　恭香②
上之園結子①　予）4組1着　14.36（+0.3）Ｑ　準）3組2着　14.23（+2.4）Q

(+1.3) 筑波大　13.85 青学大　13.85 日体大　14.04PB 順大　14.10 東女体大　14.11 中大　14.18 国士大　14.28 作新学大　14.41

100mH 吉田　唯莉② 中尾あゆみ① 小﨑　　遥② 上之園結子① 二本松結衣② 梶木菜々香① 西垣　朱音②

小池日南子① 辻󠄀田　 翔子①　9着  　10.11.66
木下　 晴奈②　27着　10.56.73
山下　　萌②　　28着　11.13.28東農大　9.45.90PB 玉川大　9.47.53PB 東農大　9.51.87 東農大　9.54.77 玉川大　9.54.90 東女体大　9.57.61PB 亜大　10.06.35 上智大　10.08.79

3000m
高橋ひより② 福田　幸来① 池田香名子① 大澤　由菜② 中元寺　舞① 篠原　結衣② 田中　優花②

1500m
大原菜々恵① 矢治璃瑞奈① 小池日南子① 辻󠄀田　 翔子①　予）1組2着　4.49.50　Ｑ

小林　 朋子①　予）2組2着　4.55.29　Ｑ
竹平優花子②　予）2組5着　4.57.55　Ｑ
田畑　 藍菜①　予）2組8着　5.05.92拓大　4.44.78 日体大　4.46.03 日体大　4.46.04 順大　4.48.76 順大　4.50.80 拓大　4.51.38

牛　　佳慧① 朝日　春瑠② 熊谷　百花② 辻󠄀田　 翔子① 小林　朋子①

東女体大　4.51.81 上智大　4.52.28

儀藤　 梨乃②　予）2組4着　2.22.01　ｑ　　　準）2組5着　2.20.43　ｑ
松田 　真菜①　予）4組3着　2.20.96　Q　　　準）2組7着　2.22.55
竹平優花子②　予）4組4着　2.21.55　ｑ　　　準）1組6着　2.23.24
小林　 朋子①　予）4組5着　2.22.20　ｑ　　　準）2組8着　2.23.34
湯淺　 朋恵②　予）2組5着　2.23.01　　　　　鍋島 　幸乃①DNS日体大　2.13.95 青学大　2.14.84 日体大　2.15.08 立大　2.17.65 聖学院大　2.19.98 順大　2.21.47 駿河台大　2.23.16

800m
熊谷　百花② 若月　優実① 朝日　春瑠② 河田　実由① 池沢　沙織① 儀藤　梨乃② 鈴木　優帆②

400m
光山　枝里② 井上　彩加② 大川なずな①

安岡　 采穂①　予）2組3着　1.00.70　Ｑ　準）3組4着　1.00.28
日体大　56.28 青学大　56.96 日体大　57.66 立大　58.36 早大　58.78 青学大　59.66

髙島寿莉亜① 奥村　ユリ② 中島沙弥香② 山本倖千恵② 髙田　真菜①

立大　1.00.03 青学大　1.00.47

(+1.4) 青学大　24.88 日体大　24.99 山梨学大　25.03 日体大　25.15 法大　25.21 中大　25.35 日体大　25.57 桜美林大　25.62

200m 奥村　ユリ② 藤田　涼子② 澤井　萌奈② 前川　梨花① 柴田　絹子① 髙島菜都美① 園宮　璃子② 酒井美乃莉①

上之園結子①　ＤＮＳ
(+1.7) 日体大　11.96 日体大　12.09 日体大　12.09 山梨学大　12.13 日体大　12.15 作新学大　12.17 日体大　12.25 筑波大　12.34

100m 髙橋　真由① 前川　梨花① 井越　朱梨② 峯松　甘夏① 園宮　璃子② 福田　奈央① 藤田　涼子② 檀上明日香②
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