
　　　  日産ｽﾀｼﾞｱﾑ付設周回コース（ハーフマラソン）
　　　  日産ｽﾀｼﾞｱﾑ付帯投てき場(２週目の円盤投のみ)

　　　

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 130 20 15 15 13 16 43 8 63 59 27 14 8 68

2 中大 98.5 15 2 2 13 15 28.5 14 9 47 42.5 4 8 11.5 12 24

3 日体大 74.5 6 15 17 3 10 15.5 8 51 23.5 15 12 27 10.5

4 東学大 51 13 13 2 17 1 5 28 18 1 11 6 11 21

5 国士大 48 8 33 7 8 33 1 28 14 6

7 順大 38 10 10 5 13 20 18 15 11 12

3000mSC(OP)
中村真悠子M① 篠田由貴子③ 大塚　 菜穂② 藤森　    彩③

筑波大院　10′24″43 順大　11′13″57 中大　11′16″94 立大　11′21″30

勝山　 眸美① 松崎　    鈴③ 犬伏　 志歩②

筑波大　11′30″39

国士大　4938点 国武大　4889点 東学大　4863点

国士大　49m84

豊田　　  梓① 冨崎   千加④ 山口　 真未④

磯部　    維③

中大　11′30″40 立大　11′34″36 国士大　11′35″32

中大　4703点 茨城大　4657点

東学大　46m76

内海　 智香②

金原　 莉沙③

北見　 仁美④

日体大　48m47 流経大　47m99 東女体大　44m62

中大　4826点
七種競技

春田亜沙美④ 諏訪間恵美③ 木村実希子④ 高須賀眞子③ 羽鳥　 玲奈②

筑波大　5196点

筑波大　55m07 国士大　52m30 国士大　52m09 日体大　51m72 順大　50m76 筑波大　50m13 中大　49m34

中大　4709点

やり投
久世　 生宝① 島袋　 優美② 田上    　恵④ 宮本　 紀澄④ 川述　　　優④ 鈴木　 郁美① 高橋　    唯①

筑波大　48m57 筑波大　45m31 中大　44m64 国士大　43m78 東女体大　43m30 東女体大　42m47
円盤投

糸滿　 みや④ 知念　 莉子② 柴沼　 千晴② 矢作　 莉奈②

ハンマー投
中山　 眞依③ 近田    　茜③

 筑波大　56m08 NGR 順大　49m22 日大　49m11

武富　 麻衣④ 野中　 愛里① 鳥越 　美穂③

日女体大　12m59

筑波大　42m35 東海大　40m58

国武大　48m99

中大　13m66

磯部恵美利③ 酒井    　瞳④ 河合　 郁実③ 清水　麻実①　決14）　37m46

斎藤　 早希① 次村　 沙月④ 犬伏　 志歩② 成毛　 真理③

東女体大　13m48 東女体大　13m12 順大　12m88 東女体大　12m88

中大　12m03(+1.2) 千葉大　12m02(+1.1)

砲丸投
松田　 昌己② 知念　 莉子② 樋川　 仁子②

国士大　14m48 筑波大　13m87

冨崎　 千加④ 岡田 　有華④

辻　　　絢美②

横国大　13m00(+2.1) 筑波大　12m90(+2.3) 東女体大　12m81(+1.5) 中大　12m60(+4.7) 東海大　12m43(+2.9) 東海大　12m26(+0.0)
三段跳

宮坂    　楓③ 剱持　 早紀① 岡野菜穂子④ 清水　 珠夏④ 加藤　 玲奈③

中大　6m37(+1.3)　 法大　5m71(-0.3)

順大　3m70 日体大　3m65 清和大　3m50

横国大  6m22(-1.7)　 東学大　5m95(+0.7) 青学大　5m85(+3.2) 慶大　5m84(+1.6)

石原　 菜美① 岡野菜穂子④
走幅跳

清水　 珠夏④ 淺野 えりな③宮坂　    楓③

中大　6m02(-0.6) 東女体大　5m74(-1.1)

高橋　 友果③

棒高跳
大熊    　菫③ 上原 あずさ② 榎本　 優子④

日体大　3m80 早大　3m75 筑波大　3m70

都留文大

笠原英美璃①

依田友希奈①  決11）　1m60

小山　 智子②

須田　 有加②

田中　 万智④ 福島沙和子②

日体大　3m60

坂本　 絵梨④

東学大　1m70

平国大　3m60

長谷部初衣④

東女体大

3′49″52 3′52″17

筑波大　1m70

順大　準5）　47″64　

走高跳

東学大　1m76

駿河台大

3′41″74 3′46″57 3′47″08
4×400mR

中大 筑波大

3′41″41 3′42″10

46″38 46″44 46″48 46″53 47″49 47″91

3′44″50

駿河台大 東学大 慶大

日体大 青学大 慶大

日体大

46″96 47″17

埼玉医大　49′14″42 国士大　49′16″18 千葉商大　50′23″65

松本　 彩映②

日女体大　50′29″52

4×100mR
青学大 中大 筑波大 平国大

10000mW
岡田久美子④ 八木　    望① 根本　 侑実② 小野　 莉沙②

立大　47′07″79 東学大　47′20″39 東学大　47′37″72 国士大　48′00″19

東女体大　63″31

岡部　 文子③ 福田亜矢子② 宮本　 美希④

関根　 千智① 和泉　 咲音③ 比留川なつ美④

高橋　 美帆③ 會澤　 理奈④

中大　57″60 東学大　58″93 慶大　60″04 法大　60″79 日女体大　61″47 立大　61″94 日体大　62″09

青学大　14″38 日体大　14″39

400mH
吉良　 愛美④ 西野　 愛梨④ 瀧澤　    彩① 川端　 涼夏② 橋爪　 里佳④ 角名亜衣美②

鳥原　 有華④ 佐藤　 理紗④ 佐々木里菜③  予4)　14″99

(-2.0) 筑波大　13″45 筑波大　13″74 東学大　13″82 中大　13″91 東女体大　14″09 城西大　14″29

中大　34′19″08 順大　34′20″09 中村　 真唯②　決17)　34′56″28

100mH 相馬絵里子④ 清山  ちさと④ 西野　 愛梨④ 高橋　 麻実④ 城下阿李奈④ 田邉 ちひろ③

斉藤 　里佳② 来栖　　　梓④ 伊澤菜々花④　決 9)　34′24″88

玉川大　34′01″34 日体大　34′07″36 日体大　34′11″41 白鷗大　34′14″96 大東大　34′15″18 城西大　34′15″40

順大　16′15″31 東農大　16′17″29 小林　  美貴②　決28）　17′08″25

10000m
鈴木 ひとみ③ 疋田　 裕己③ 芦　    麻生② 菊池　 優子③ 田山　 満理③ 橋本 　奈海④

森　 智香子③ 伊澤菜々花④ 飯野　 摩耶② 来栖　　　 梓④　決16）　16′34″83

大東大　15′56″09 玉川大　16′08″01 白鵬大　16′09″46 白鵬大　16′13″23 日体大　16′14″87 大東大　16′15″14

日体大　4′30″88 筑波大  4′32″81

5000m
福内　 櫻子② 鈴木 ひとみ③ 小澤　 夏美① 菊地　 優子③ 疋田　 裕己③

小林　  美貴② 髙木　 佑里① 谷本有紀菜③ 横馬　    岬③　予6)　4′36″61

大東大　4′20″73 日体大　4′21″09 大東大　4′21″78 東農大　4′21″84 順大　4′24″46 順大　4′26″88
1500ｍ

森　 智香子③ 中田　 美保① 福内　 櫻子② 飯野   摩耶② 伊藤　  美穂③

慶大　55″92 青学大　56″33

筑波大　2′04″61 順大　2′05″39 日体大　2′06″66 筑波大　2′07″43

北根万由佳② 山本    　瑞②

中大　2′08″93

早狩　 成美④

筑波大  56″39

800m
真下 まなみ④ 伊藤　  美穂③ 中田　 美保① 谷本有紀菜③ 沖田真理子③

都留文大　2′08″06

筑波大　24″36

青学大　54″41 中大　54″87 日体大　55″64 法大　55″86 慶大　55″86

志比菜津実④ 工藤　 裕実⑤ 中村　 孝美③

世古　　　和④

明石　  優理①　予7）　26″66(-0.4)

400m
鳥原　 早貴④ 吉良　 愛美④ 長谷川美里③ 川端　 涼夏② 

筑波大　24″46中大　24″19 明大　24″85

筑波大　12″96

佐藤　  美紗③　準6）　25″52(-1.2)

(+0.7) 青学大　24″48駿河台大　24″32 平国大　24″50 都留文大　24″63

清山 ちさと④菅原　 聡美④ 奥野由布子③

内免　 仁美④

200m 鳥原　 早貴④塩谷　 寛美① 新井祐理菜④ 高橋　 優香④

都留文大　12″63 駿河台大　12″66 聖学院大　12″67(-2.6) 青学大　12″27 筑波大　12″43 平国大　12″49 青学大　12″59

高橋　 優香④100m 藤森　 安奈① 世古　　　和④ 石田 あかね④ 島田　 沙絵①

1 2 3

第92回関東学生陸上競技対校選手権大会
＜決勝結果＞

場所：国立競技場

場所：日本大学陸上競技場(ハンマー投)

＜女子＞
6 7 8 以降順大生

金井　    瞳④ 平野　 未来④    日体大　1m65

菅沼　 美咲②      中大　1m65

期日：平成25年5月18日(土)～19日(日)・25日(土)～26日（日）

4 5

相馬絵里子④塩谷　 寛美①

財津　 絵美④　予7）　2′17″58

井上　 七海④
土川　 萌子③ 　　   早大　1m70

青木栄美花③　　　　中大　1m70

加藤　玲奈③ 　　 東海大　1m70

津吹 アイリ①

順大　2′08″38

平野　 綾子①

筑波大　2′11″63


