
順位 校名 総合 短距離 リレー 障害 中距離 長距離 競歩 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 院1年 院2年

1 筑波 81 13 2 2 3 24 31 6 20 55 17 28 11 15 8

2 立命 54 12 33 6 3 51 3 1 18 3 33

3 中大 50 11 10 8 9 4 8 38 4 3 4 1 3 32

4 中京 47.5 14 5 1.5 22 5 19 23.5 2 5 23.5 8 6

5 平国 38 16 14 8 38 2 4 4 16

6 福岡 37 13 6 5 4 9 28 9 1 4 6 6 13 2

7 鹿屋 35 16 2 8 9 18 17 4 1 10 24

8 九共 33 8 25 33 2 19 6 8

9 関大 29.5 7 21.5 1 7 21.5 1 13.5 16

10 至学館 26 12 14 26 1 12

11 佛教 26 6 20 26 1 9 9 8

12121212 順大順大順大順大 23.523.523.523.5 7777 9.59.59.59.5 7777 7777 9.59.59.59.5 8.58.58.58.5 15151515

100m

(+0.6)

鹿屋体大　52m36 九共大　52m24 筑波大　51m89

中京大　5141点

桐山　 智依① 石田　 麻実④ 山下　　　絢④

ＮＧＲ

七種競技

山田めぐみ④ 本多　　　綾④ 竹原 史恵M①

中大　5256点 順大　5229点 筑波大　5141点

吉田　 恵美④ 上坂　 麻世④

遠沢　 和加④ 川述　　　優① 決15） 46m32

関学大　5067点 富山大　5013点

大体大　50m92 筑波大　50m10 日体大　49m51 弘前大　49m02

鹿屋体大　48m31

武庫女大　4881点 関大　4863点

やり投

塚本友里恵④ 渡邊　　　茜① 宮本理陽子④ 右代　 織江② 助永　仁美④ 柴　　　奏子② 宮本　 紀澄①

国士大　51m13

箱嶋佳奈子② 山崎　 詩歩① 小倉佑佳里③ 決10） 48m06

中京大　53m42 九情大　53m11 中京大　53m08 大教大　52m98 九共大　52m32 立命大　50m83 九情大　49m54

九共大　45m56 東女体大　45m17

ﾊﾝﾏｰ投

加藤　 晴香② 田中　 友美④ 小野　 祥子④ 浅田 鈴佳M① 知念　 春乃② 岡　　　沙都②

小野祐紀子② 高橋　 千秋② 菅原　　　純③

中京大　51m12 筑波大　49m40 筑波大　47m79 筑波大　46m87 九共大　46m90 国士大　45m80

早大　13m97 京産大　13m94

円盤投

徳岡　 沙織③ 髙橋　 亜弓③ 糸滿　 みや① 日下 　望美② 渡邊　　　茜①

国士大　14m58 九情大　14m52 国士大　14m29

阿原　 典子① 神保　 恵理② 保平加奈絵②

筑波大　14m18 大体大　14m08

砲丸投

渡邊　　　茜① 大谷優貴乃③ 鈴木　 梨枝③ 茂山　 千尋③ 蛭田　 伶菜④

九共大　14m63

坂本　 絵梨① 旭 恵美④ 決17） 11m83（+0.3）

北教大 12m89 （+0.9） 関大 12m73 （-0.6） 熊本大 12m62 （+2.6） 日女体大 12m58 （+0.2） 筑波大 12m48 （+1.2） 福岡大 12m46 （+1.7） 筑波大 12m41 （-0.8） 法大 12m21 （+1.4）

熊本大 5m80 （-0.2）

三段跳

竹田小百合③ 山根　 愛以④ 中尾 有沙M① 畑中　 朋香④ 前田　 和香② 吉田　 麻佑③ 北田由香子M①

斉藤　 有紀① 中尾 有紗M①

九共大 6m14 （+2.0） 筑波大 6m09 （+0.4） 福岡大 6m09 （+1.2） 順大 5m92 （+2.6） 中大 5m89 （+0.8） 東北福大 5m83 （+1.1） 武庫女 5m82 （+2.0）

3m60

走幅跳

宇佐波良子④ 中野　　　瞳② 高武　 華子② 本多　　　綾④ 清水　 珠夏① 齋藤 かおり④

筑波大　3m70

田中亜希子① 有川　 星女② 的場　　 遥④（びスポ大） 長谷部初衣① 決14） 3m50

筑波大　3m70 尾上　 裕香③（日体大）日大　3m70 群大　3m70棒高跳

仲田　　　愛④ 今野　 美穂③ 渡邉みなみM① 榎本　 優子① 多久優麗花②

鹿屋体大　4m00 聖学院大　3m90 愛教大　3m70

前田　 愛純②（順大）　河澄　 真子②(中京大)

関大　1m82 1m73 東学大　1m70 筑波大　1m70 順大　1m70 1m65

走高跳

三村　 有希④ 京谷　 萌子①(北教大)　松本真由子③(関大) 井上　 七海① 金井　　　瞳① 高橋　　　圭④

3'41"51

甲南大学 筑波大学 東大阪大学 順天堂大学 予 5) 3'52"02

3'46"47 3'54"043'42"81 3'43"31

4×400mR

中央大学 平成国際大学 至学館大学 武庫川女子大学 青山学院大学

3'40"23 3'40"72 3'41"51

45"45 45"57 46"34 46"69 46"79 47"10 47"10 47"７3

4×100mR

至学館大学 平成国際大学 福岡大学 中京大学 青山学院大学 都留文科大学 中央大学 早稲田大学

玉山　 由佳④ 関根　 菜月② 決22) 53'30"56

立大　46'56"21 中部学大　47'17"47 立命大　49'19"87 朝日大　49'45"38 福岡大　49'54"45 筑波大　50'01"75 金沢大　50'32"26 岩手大　50'37"34

横国大　59"80

10000mW

岡田久美子① 大和　 千秋② 前田　 浩唯① 桒原　 一菜④ 中村聖里菜① 林　　　　 唯② 坂本　 愛実④

澤田 実希M② 加藤　 苑美④ 鈴木　 翔子④ 予 3） 59"53

中大　57"74 東大阪大　58"54 福島大　58"55 龍谷大　59"14 平国大　59"18 甲南大　59"66 福岡大　59"70

400mH

田子　　　雅④ 三木　 汐莉① 千葉　　　緑③ 芝田　 陽香② 水村明日香② 竹内　 亜喜③

松下　 成美③

横国大　13"28 関大　13"50 青学大　13"66 早大　13"70 平国大　13"72 福岡大　14"00

100mH

(+1.8)

木村　 文子④ 伊藤　 愛里③ 上田　 美鈴② 紫村　 仁美② 清水　 浩実③

ＮＧＲ

川﨑　　　葵① 寺田　 ゆず④

川嶋　 利佳③ 北村　 沙織③ 決12） 34'32"76

都留文大DSQ

後潟華奈子② 決23） 35'50"01

都留文大　14"03

松浦　 七実③

立命大　33'28"23 京産大　33'30"95 鹿屋体大　33'50"44 佛教大　33'56"60立命大　33'17"62 松山大　33'22"08 佛教大　33'22"36 立命大　33'22"40

10000m

田中　 華絵③ 矢野麻利亜③ 竹地　 志帆② 沼田　 未知③ 岩川真知子③ 勝谷　 夏美②

ＮＧＲ

立命大　15'54"18

森　 知奈美② 吉本 ひかり③ 垣津 奈美M② 北村　 沙織③ 決18) 16'53"09

佛教大　16'05"26 名大　16'10"85 伊澤菜々花① 決25) 17'37"54立命大　15'57"33 佛教大　16'02"945000m

西原　 加純④ 竹中　 理沙③ 鈴木亜由子① 田中　 華絵③ 沼田　 未知③

佛教大　15'38"19 立命大　15'46"99 名大　15'49"22

望月　 晴佳② 決 9) 4'23"56

鹿屋体大　4'18"07 立命大　4'18"84 佛教大　4'20"86 立命大　4'20"92 中大　4'22"05 大阪学大　4'22"94 名城大　4'23"28 中大　4'23"31

財津　 絵美① 予 3) 2'13"59

1500m

上田敏斗美④ 藪下　 明音① 石橋　 麻衣③ 伊藤　　　紋① 野村友香里④ 中新井美波① 谷水　 見圭③ 新井　 由貴②

高橋　　　舞④ 沖田　 磨依④ 準 6） 2'12"53

鹿屋体大　2'07"22 順大　2'07"59 日体大　2'07"86 東大阪大　2'08"53 中大　2'10"13 松山大　2'11"06 筑波大　2'12"02 福島大　2'12"66

龍谷大　56"07

800m

上田敏斗美③ 望月　 晴佳② 吉澤　 彩夏③ 新宮　 美歩① 野村友香里④ 菊地　 里江① 真下 まなみ①

利根川由佳④ 馬渕　　　奏③ 菅谷　 萌緑④ 予 6) 57"53

福岡大　54"10 青学大　54"53 中大　54"54 福島大　54"96 東大阪大　55"06 中大　55"44 中大　55"92

筑波大　24"70

ＮＧＲ

400m

田中　 千智④ 池田　 有希④ 田子　　　雅④ 千葉　　　緑③ 新宮　 美歩① 清水　 佳奈③

鈴木　 麻理④ 佐野布由実③

平国大　23"62 中京大　23"84 至学館大　23"88 福岡大　24"34 鹿児島大　24"54 日体大　24"58 茨城大　24"61

宇都宮大　12"15 文教大　12"17

200m

(+0.8)

高橋萌木子④ 市川　 華菜② 今井沙緒里② 田中　 千智④ 永野 麻理M② 須磨加奈江④

6666

橋本奈央子③ 伊藤　 友里③

平国大　11"55 中京大　11"66 至学館大　11"77 筑波大　11"84 筑波大　12"05 筑波大　12"10

高橋萌木子④ 市川　 華菜② 今井沙緒里② 岡部　 奈緒④ 中野　　　瞳② 佐野布由実③

1111 2222 3333 4444 5555 7777 8888 以降順大生以降順大生以降順大生以降順大生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日本大学陸上競技場(ﾊﾝﾏｰ投予選)

＜女子＞

第79回日本学生陸上競技対校選手権大会第79回日本学生陸上競技対校選手権大会第79回日本学生陸上競技対校選手権大会第79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22年9月10日（金）～12日(日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：国立競技場


