
期日： 平成28年5月19日(木)～22日（日）
場所： 日産スタジアム

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 108.5 14 6 0 4 0 8 22.5 45 9 32 67.5 4 19 18.5 23 40

2 日体大 101 10 12 19 17 0 8 30 0 5 66 30 5 2 9 57 25

3 中大 83 8 2 9 25 0 4 19 4 12 48 23 3 10 28 22 19

4 青学大 48 33 0 0 0 0 15 0 0 0 48 0 2 2 7 10 14

10 順大 30 0 8 9 0 4 0 0 9 0 21 9 1 3 7 17 3

石岡　 柚季①　日女体大　１m70

寺谷　 諭美②　筑波大　１m70

第95回関東学生陸上競技対校選手権大会
決勝結果一覧

＜女子＞

埼大　12.27

以降順大生

日体大　12.37青学大　12.04 慶大　12.16 　筑波大　12.18

7

藤森 　安奈④

日体大　12.21

足立紗矢香② 島田　 沙絵④ 竹内　 爽香③ 新木　 詩之① 田井　　　茜④

1 2 84 5

青学大　11.85 青学大　11.94

牧野　百恵④

新木　 詩之① 上村　 希実①

埼大　24.65 日体大　24.87 青学大　25.00 国士大　25.05(-1.2) 大東大　24.55

200m 細谷　 優美③

筑波大　25.09 青学大　25.11

高森　 真帆③ 男澤　 菜穂④

中村　 優希②

3

江口　 琴美② 牧野　 百恵④

(-0.6)

100m

佐藤日奈子②

6

駿河台大　58.16

利藤野乃花③

大東大　25.26

佐藤　 彩夏④

青学大　56.91 都留文大　57.27

三藤裕梨子③ 園田可南子④
400m

岩田　 優奈① 松本奈菜子② 安西この実④

中大　55.56 筑波大　55.94 東学大　56.90 早大　57.61

兒玉　 彩希①

東学大　58.03

日体大　2.05.82 東学大　2.06.00 東学大　2.06.03 筑波大　2.06.37 日体大　2.11.27 順大　2.11.50 中大　2.11.61
800m

北村　　　夢③ 山田　 はな④ 卜部　　　蘭③ 平野　 綾子④ 熊谷　 彩音②

筑波大　2.12.18

土田　 佳奈① 出水田眞紀③ 佐藤みなみ① 西野　 まほ④ 卜部　　　蘭③

杉山　 香南② 出水　　　楓① 松本奈菜子②

5000m
細田　 あい③ 関谷　 夏希① 棟久　 由貴①

東洋大　16.26.68 東洋大　16.29.48

順大　4.37.12 東学大 　4.37.50城西大　4.35.14 大東大　4.36.04 玉川大　4.36.22 東農大　4.36.42
1500m

上田　 未菜② 小枝　 理奈④ 内山　 千夏④

立教大　4.36.88 順大　4.36.91

白鷗大　16.32.04

出水田眞紀③ 佐藤早也伽④ 白川恵理菜① 小澤　 夏美④

日体大　16.12.18 大東大　16.12.60 東農大　16.17.82 立大　16.22.51

日体大　34.17.03 日体大　34.17.39日体大　33.19.76 順大　33.25.81 東洋大　33.28.94 大東大　34.00.96

元廣　 由美② 福居　 紗希③ 和田　 春香④ 唐沢　 ゆり③

城西大　16.32.23

高木　 理湖④
10000m

細田　 あい③ 今村　 咲織③ 佐藤早也伽④

城西大　34.05.33 城西大　34.09.10

川村 　涼伽④

中大　1.02.21

筑波大　14.07

伊藤　 明子③

桑原　 美月④

(-0.4) 中大　13.53

100mH ヘンプヒル恵② 原　　　美咲④

　中大　13.87

中大　58.51 東学大　59.68

都留文大　13.87 日体大　13.90

早大　59.72

福部　 真子③ 堀池　 香穂② 大久保有梨② 宮崎　 紗希④

日体大　13.59 国士大　13.68

内山　 成実③ 兒玉　 彩希①

筑波大　59.76 立大　1.01.58

香坂さゆり③

　中大　13.72

日体大　58.26
400mH

福部　 真子③ 宮崎　 紗季④ 南野　 智美②

早大　58.58

大東大　10.10.68

10000mW
溝口友己歩① 西村　 早織①

3000mSC
東農大　14.14.53

瀬川　 帆夏④ 清水萌衣乃②

早大　47.24.87 日大　48.09.76 千葉保医大　48.13.38

出水田眞紀③ 松村　 悠香①

中大　10.37.02 大東大　10.37.11 順大　10.40.48立大　10.15.44 中大　10.28.44

佐藤　 由依③

順大　49.48.68

吉住　 友希③ 熊谷　 菜美② 松本　 紗依②

西村　 真実④ 丹羽　 七海③

国士大　48.43.24

浅水　 千歩①

獨協大　50.48.88

4×100mR
青学大 大東大

3.43.33 3.43.83

47.48

東女体大日体大

46.58

埼大

46.95 47.20

東学大 日体大

3.44.47 3.45.56 3.45.78

中大 早大　

作新学大駿河台大

45.60 46.04

3.45.92

やり投

中大 6m21 (+2.5)

筑波大　62ｍ61 筑波大　57ｍ75

野中　 愛里④ 大和　 観月③

4×400mR
筑波大 青学大 駿河台大

3.43.05

東学大 5m98 (+0.9) 中大 5m93 (+1.４)

走高跳
仲野　 春花② 小野　 美紗② 照井はるか④ 鴨井美紗子④

円盤投

砲丸投

三段跳

早大　1m80 日女体大　1m73

棒高跳
倉持　 美喜④ 久保　 愛菜① 鈴木　 里奈③ 渡邊　 風花②

走幅跳
山田　　　優④ ヘンプヒル惠② 利藤野乃花③ 朝妻　 優萌③

日体大 (3m60)清和大 (3m70) 清和学院大 (3m60)

岩佐幸葵子③

千葉　 瑞穂④

筑波大 6m32 (+2.8)

斎藤真理菜③ 久世　 生宝④ 森　　　凪紗②

東女体大　50ｍ35

筑波大　4846点

剱持　 早紀④ 森本麻里子④ 浅妻　 優萌③

筑波大　12m62(-0.8)

野田　 華子③

芳賀　　　鼓③

国士大 45m96

藤森 　夏美③ 辻川美及利③

筑波大 49ｍ49順大 51ｍ45

高橋このか① 伊藤　 明子③ 渡辺　 歩佳③

中大　５0７0点

慶大　52ｍ43

寺井　 沙希③

東女体大 47m63

塗　 真奈美③

川上　 美葉④

中大　49ｍ60東女体大　50ｍ28

岩﨑菜津美④
七種競技

流経大　52ｍ26 流経大　51ｍ12筑波大　54ｍ16
ﾊﾝﾏｰ投

勝山　 眸美④ 江原　 宇宙② 関口　 清乃①

浅野　 叶紀② 二方恵里菜④

東女体大　50ｍ88

中大　５５７７点

筑波大　55ｍ94

東学大　5338点 筑波大　5276点 日体大　5090点

ヘンプヒル恵②

明海大　50ｍ45

藤沼　 朱音③

国士大　55ｍ96

白鳥 さゆり②　予）4.32.61　5着　　　決）4.40.60　12着
西野　 まほ④　予）4.32.98　6着
佐藤みな実①　予）4.36.33　4着

杉山 　香南②　予）2'10"28　4着　準）2'10"65　2着
白鳥 さゆり②予）2'14"05　3着　準）2'15"77　7着
菊池　 梨紅①　予）2'13"70　4着　準）2'14"84　7着

福居　 紗季③

大島　 里穂②　34.30.89　9位

　

林　 　優花子①

東学大　51.49.74

飛松　 侑香②

大東大　10.44.79

佐々木　 天①

46.48

今村 　早織③　16.34.63　10位
西野　 まほ④　16.55.50　20位
佐藤みな実①　17.21.19　28位

中大　ＤＱ

中大　13m35 国士大　13m05

聖学院大　12m25(-0.1)

石井明日夏②

筑波大 (3m50)

生島　 弥歩③

木暮　 佳奈③

上武大　1m70

日体大 (3m60)

聖学院大　1m70

晴山江梨加③ 澤登　 裕佳②

内之倉由美②

風巻　 七海③

斎藤　 早希④長沼　　　瞳③

日女体大　12m61(-1.0)

日体大 (3m70)

中大　12m44(+0.4)

横国大 5m90 (+3.5)

日体大　12m35(-0.1)

日体大 5m90 (+１.８)

近藤　 裕未② 齋藤　 萌乃②

東女体大　46ｍ97

東女体大 49m05

国士大　14m99 東女体大　14m18 東女体大　14m11 筑波大　14m01

斎藤　 優里①

東学大 5m80 (-0.8)

宮城　 朝香③

盛岡 　美紅④ 渡邉　 亜衣里④

日女体大　12m34(+1.2) 横国大　12m29(-1.7)

辻川美乃利③

田原　 智仁② 阪本真樹映②

中大　12m15(-0.3)

東女体大 43m97国士大 46m89

清水　 麻実④

筑波大　13m67

斎藤　 早希④

国士大　13m52

石井　 明日②

松元　 珠凛①

国士大

平成国大　51.34.33

大野 　未夢②

日体大　1m70

順大　予）　3.56.65

中西　 美早①
依田友希奈④　1m60　17位

3.47.40

鈴木　 郁美④

藤森　 夏美③　12m99　10位
土屋明日香②　12m30　13位

水口　　　怜②

早大 5m８４ (+０.４)

日女体大　1m70

順大 43ｍ50

上川　 茜④ 大川　　　楓④
笠原　 奈菜① 3m35　10位

首都大 (3m50) 東学大 (3m５0)

宇都宮礼慈③ 5m73 (+0.9） 13位

藤森　 夏美③　45m94 11位
清水　 麻実④　43m91　16位
杉田　 実咲①　35m98　25位国武大　48ｍ06

杉田　 実咲① 41m75 11位

高橋　　　唯④

東学大　4821点

津吹アイリ④

能登　 美幸②

国士大　4837点

筑波大　48ｍ72


