
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 優勝 １年 ２年 ３年 ４年

1 筑波大 106.5 2 7 0 8 2 11 31.5 34 11 30 65.5 3 11 16.5 36 32

2 中大 62 19 4 5 13 0 7 6 2 6 48 8 1 6 5 17 27

3 東大阪大 47 14 7 0 7 0 8 0 11 0 36 11 2 16 23 0 0

4 日体大 30 2 8 0 0 0 0 15 5 0 10 20 2 2 5 7 16

5 九共大 30 0 0 0 0 0 4 0 26 0 4 26 0 0 14 9 3

6666 順大順大順大順大 29292929 0000 7777 13131313 0000 0000 0000 6666 3333 0000 20202020 9999 0000 1111 3333 25252525 0000

7 福島大 28.5 4 3 0 10 0 1 8.5 2 0 18 10.5 0 11 2 4.5 10

7 中京大 28.5 0 0 3 5 0 0 11.5 9 0 8 20.5 0 5.5 11 8 4

神田　 早妃③

茨城大　4736点

高瀬　 怜奈① 山口　 真未②

関大　5036点 北教大　4967点
七種競技

竹原 史恵M② 吉田 恵美M① 赤井　 涼香③

筑波大　5453点 富山大　5403点 中大　5182点

高橋　 梨穂② 田上　　　恵②

筑波大　4904点 熊本大　4864点

福島大　48m12 国士大　47m88順大順大順大順大　　　　48484848mmmm24242424

石黒　 りえ③ 春田亜沙美②

川述川述川述川述　　　　　　　　　　　　優優優優②②②②宮本　 紀澄② 鈴木　 愛弓①

東大阪大　53m43 筑波大　53m12 国士大　50m31 日体大　48m91 筑波大　48m81
やり投

佐藤　 友佳① 柴　　　奏子③ 右代　 織江③

小倉佑佳里小倉佑佳里小倉佑佳里小倉佑佳里④ ④ ④ ④ 予予予予15151515） ） ） ） 49494949mmmm09090909

大教大　56m84 筑波大　56m73 九共大　55m89 中京大　53m99 九共大　53m22 九共大　53m05 愛教大　50m64 筑波大　50m15
ﾊﾝﾏｰ投

浅田 鈴佳M② 大﨑　 かな① 知念　 春乃③ 加藤 　晴香③ 渡邊　　　茜② 前田　　　愛④ 武蔵　 千里③ 齋藤　　華D②

片嶋　 佑果④

筑波大　50m24 東女体大　48m82 九共大　48m54 筑波大　46m94 中京大　46m76 九共大　46m74 筑波大　46m40 愛教大　45m88

日下　 望美③ 徳岡　 沙織④ 高橋　 千秋③ 北垣　 真里④
円盤投

髙橋　 亜弓④ 菅原　　　純④ 渡邊　　　茜②

国士大　15m01 九情大　14m69 国士大　14m45 園女大　14m23 九共大　14m15 東大阪大　13m96 中大　13m84 大体大　13m84
砲丸投

大谷優貴乃④ 鈴木　 梨枝④ 茂山　 千尋④ 福富栄莉奈① 渡邊　　　茜② 佐藤　 友佳① 竹山　 知佳③ 阿原　 典子②

大坂阿玖里③
筑波大　13m07（+0.5） 北教大　13m06（+0.9） 福岡大　13m03（+0.8） 筑波大　12m76（+1.5） 熊本大　12m57（+2.5） 立命大　12m53（+0.6） 東女体大　12m49（+3.3） 筑波大　12m43（+0.5）

中大　5m8１（+0.7）

三段跳
前田　 和香③ 竹田小百合④ 吉田　 麻佑④ 三浦　 茉莉④ 中尾 有沙M② 夜久　　　和④ 岡野菜穂子②

平加有梨奈② 淺野 えりな①

福岡大　6m27（+1.7） 福島大　6m09（-0.9） 中京大　6m09（+0.2） 中大　6m03（+0.0） 筑波大　5m90（-0.4） 中京大　5m89（+0.0） 北翔大　5m82（-0.4）

3m80 3m70 愛教大　3m70

走幅跳
髙武　 華子③ 五十嵐麻央① 桐山　 智衣② 清水　 珠夏② 中野　　　瞳③ 東方　 彩稀①

今野　 美穂④　聖学院大 斉藤希望花①　中京大
渡邉みなみM②

長谷部初衣長谷部初衣長谷部初衣長谷部初衣② ② ② ② 決決決決12121212） ） ） ） 3333mmmm60606060

竜田　 夏苗①　武庫女大 高須賀　 優③　関学大棒高跳
住石　 智子④ 青島　 綾子③ 有川　 星女③

日体大　3m90 日体大　3m80 筑波大　3m80

前田前田前田前田　 　 　 　 愛純愛純愛純愛純③③③③　　　　順大順大順大順大

関大　1m73 1m69 東海大　1m69 大国大　1m69 1m69

走高跳
松本真由子④

井上　 七海②　東学大

加藤　 玲奈① 戸谷真理子④
今村久美子③　福島大
金井　　　瞳②　筑波大

森 あゆ美M②　筑波大

福島大

3′37″87 3′39″11 3′39″34 3′42″91 3′42″94 3′43″05 3′43″44 3′44″63

筑波大 都留文大 甲南大 福岡大
4×400mR

東大阪大 中大 青学大

45″84 45″97 46″08 46″21 46″33 46″53 46″55 DSQ
4×100mR

至学館大 甲南大 筑波大 武庫女大 九共大 平国大 青学大 都留文大

鳥羽　 詩織② 関根関根関根関根　 　 　 　 菜月菜月菜月菜月③③③③　　　　決決決決11111111）　）　）　）　49494949′′′′49494949″″″″37373737

立大　46′48″76 立命大　47′38″69 中部学大　47′50″36 東学大　48′15″58 東学大　48′44″80 関大　48′53″68 筑波大　49′03″69 国士大　49′27″60

NUR

10000ｍW
岡田久美子② 前田　 浩唯② 大和　 千秋③ 加賀友果子② 五井　 愛乃① 山岸 さくら② 林　　　　唯③

花岡　 紗耶③

松山大　10′07″79 順大順大順大順大　　　　10101010′′′′09090909″″″″13131313 松山大　10′23″12 松山大　10′30″68 京産大　10′39″35 中京大　10′39″63 東北福大　10′42″87 愛教大　10′46″30

NGR

3000ｍSC

高柳　　　恵① 後潟華奈子後潟華奈子後潟華奈子後潟華奈子③③③③ 山岡　 礼奈② 曽我部真実④ 奥野有紀子① 吉川　 侑美③ 石山真紀子④

宮地　 佑佳③

中大　57″06 東大阪大　57″45 福島大　58″41 中大　58″64 平国大　59″32 筑波大　59″38 龍谷大　59″91 平国大　60″18

青学大　13″93

400ｍH

矢野　 美幸④ 三木　 汐莉② 千葉　　　緑④ 米田　 知美③ 水村明日香③ 松田　 絵梨③ 芝田　 陽香③

上田　 美鈴③

（-0.6） 関大　13″52 平国大　13″53 早大　13″68 中京大　13″79 福島大　13″80 筑波大　13″83 筑波大　13″89

桐山　 智衣② 伊藤　　　彩① 清山　ちさと② 相馬絵里子②100ｍH 伊藤　 愛里④ 清水　 浩実④ 紫村　 仁美③

北村北村北村北村　 　 　 　 沙織沙織沙織沙織④ ④ ④ ④ 決 決 決 決 9999） ） ） ） 33333333′′′′40404040″″″″30303030

大体大　32′45″65 京産大　33′09″95 佛教大　33′26″67 中大　33′33″22 鹿屋体大　33′33″82 日大　33′34″69 名城大　33′34″97 松山大　33′36″73 矢島矢島矢島矢島　 　 　 　 早紀早紀早紀早紀③ ③ ③ ③ 決決決決14141414） ） ） ） 34343434′′′′04040404″″″″74747474

来栖来栖来栖来栖　　　　　　　　　　　　梓梓梓梓②②②②　　　　決決決決27272727）　）　）　）　17171717′′′′18181818″″″″54545454

10000ｍ
岡　 小百合③ 九嶋映莉子① 吉本 ひかり④ 篠塚　 麻衣① 松浦　 七実④ 白滝　 成美③ 米津　 利奈① 藤原 なつみ②

伊澤菜伊澤菜伊澤菜伊澤菜々々々々花花花花②②②②　　　　決決決決15151515）　）　）　）　16161616′′′′27272727″″″″79797979

藤石佳奈子藤石佳奈子藤石佳奈子藤石佳奈子①①①①　　　　決決決決26262626）　）　）　）　17171717′′′′07070707″″″″01010101

名大　15′44″02 立命大　15′44″88 佛教大　15′55″35 佛教大　16′05″12 大体大　16′05″44 立命大　16′06″53 佛教大　16′12″70 鹿屋体大　16′13″98

5000ｍ
鈴木亜由子② 竹中　 理沙④ 森　 知奈美③ 石橋　 麻衣④ 岡　 小百合③ 三井　 綾子② 前田　 彩里② 森崎　 千洋④

中村真悠子③ 伊澤菜伊澤菜伊澤菜伊澤菜々々々々花花花花②②②②　　　　予 予 予 予 7777）　）　）　）　4444′′′′30303030″″″″89898989

立命大　4′17″35 大東大　4′18″70 順大順大順大順大　　　　4444′′′′20202020″″″″72727272 松山大　4′21″40 佛教大　4′22″02 福岡大　4′23″07 筑波大　4′23″74 京教大　4′25″45

菊地　 里江② 渋谷　 璃沙① 肥田木理菜③ 上野　 泰加②
1500ｍ

籔下　 明音② 森　 智香子① 望月望月望月望月　 　 　 　 晴佳晴佳晴佳晴佳③③③③

小松小松小松小松　 　 　 　 有梨有梨有梨有梨②②②②　　　　予 予 予 予 6666）　）　）　）　2222′′′′11111111″″″″41414141

日体大　2′06″62 東大阪大　2′07″59 順大順大順大順大　　　　2222′′′′08080808″″″″15151515 筑波大　2′08″69 中大　2′09″33 福島大　2′10″13 松山大　2′13″11 順大順大順大順大　　　　2222′′′′23232323″″″″92929292
800ｍ

吉澤　 彩夏④ 新宮　 美歩② 望月望月望月望月　 　 　 　 晴佳晴佳晴佳晴佳③③③③ 真下まなみ② 峰村いずみ③ 長沢 清佳M① 菊地　 里江② 伊藤伊藤伊藤伊藤　 　 　 　 美穂美穂美穂美穂①①①①

清水　 佳奈④

青学大　54″32 中大　54″42 早大　54″46 東大阪大　55″02 福島大　55″03 愛教大　55″26 東大阪大　55″43 中大　55″48

早大　25″49

400m
鳥原　 早貴② 矢野　 美幸④ 蔭山　　　愛③ 上山美紗喜① 千葉　　　緑④ 木引悠起子① 新宮　 美歩②

紫村　 仁美③

(-2.2) 早大　24″56 東大阪大　24″68 中大　25″03 青学大　25″07 都留文大　25″09 岩手大　25″15 日体大　25″38

金沢大　12″10

200ｍ 蔭山　　　愛③ 三木　 汐莉② 堅木公美世④ 伴野　 里緒③ 松山　 文奈③ 藤沢沙也香③ 長谷川美里①

小尾　 麻菜④

(+2.6) 至学館大　11″73 甲南大　11″85 早大　11″86 中大　11″86 宇都宮大　11″97 平国大　12″03 筑波大　12″06

100ｍ 今井沙緒里③ 駒場　 沙紀④ 蔭山　　　愛③ 堅木公美世④ 橋本奈央子④ 石田 あかね② 阿部　 瑛美④

7777 8888 以降順大生以降順大生以降順大生以降順大生

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　KKWING投擲場(ﾊﾝﾏｰ投予選)
＜女子＞

1111 2222 3333 4444 5555 6666

第第第第８０８０８０８０回日本学生陸上競技対校選手権大会回日本学生陸上競技対校選手権大会回日本学生陸上競技対校選手権大会回日本学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果一覧決勝結果一覧決勝結果一覧決勝結果一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          期日：平成23年9月9日(金)～11日(日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          場所：KKWING


