
ト ラ ッ ク 審 判 長 榊原　茂

跳 躍 審 判 長 櫻井　一美

投 て き 審 判 長 櫻井　一美

記 録 主 任 石鎚　一則

日付 種目

佐貫　有彩(2) 12.30 藤原　郁美(4) 12.49 佐々木　千粛(3) 12.52 岡　愛美(4) 12.53 内山　咲良(2) 12.77 小野　萌子(3) 13.07 川崎　仁美(4) 13.20
東北大 GR 大阪大 東北大 名古屋大 東京大 京都大 京都大
佐貫　有彩(2) 57.08 坪浦　諒子(4) 58.40 小野　萌子(3) 1:00.08 後藤　加奈(2) 1:00.86 長谷川　詩歩(2) 1:01.00 延安　美穂(1) 1:03.05 西村　美生(3) 1:03.25 谷口　水樹(2) 1:04.10
東北大 GR 東京大 京都大 京都大 名古屋大 大阪大 大阪大 九州大
高石　涼香(3) 2:11.89 野尻　真由(1) 2:12.81 上條　麻奈(2) 2:13.65 上田　江里子(4) 2:16.59 豊澤　みどり(3) 2:18.82 岸本　絵理(4) 2:24.61 加藤　ひより(1) 2:24.67 成田　明日香(4) 2:27.29
東京大 GR 大阪大 GR 東北大 GR 北海道大 北海道大 京都大 東北大 名古屋大
高石　涼香(3) 10:15.39 三池　瑠衣(2) 10:22.28 山下　奈央(4) 10:26.59 藤村　柚紀子(3) 10:28.96 岡本　萌巴美(4) 10:31.09 竹平　佳菜子(4) 10:34.30 上田　江里子(4) 10:40.32 増田　茄也子(3) 10:40.67
東京大 大阪大 名古屋大 九州大 京都大 北海道大 北海道大 京都大
東北大学 48.57 大阪大 49.66 名古屋大学 50.58 東京大学 51.23 北海道大学 51.59 京都大学 51.80 九州大学 53.73
中村　真璃子(3) GR 山崎　真奈(2) 磯貝　萌々子(2) 荒木　玲(3) 塚越　千弘(3) 川崎　仁美(4) 渡辺　千遥(2)
佐貫　有彩(2) 藤原　郁美(4) 吉田　有美香(2) 坪浦　諒子(4) 尾崎　里帆(1) 小野　萌子(3) 谷口　水樹(2)
吉村　梢(4) 野尻　真由(1) 河内　慶子(4) 内山　咲良(2) 大坂　桃子(2) 後藤　加奈(2) 岩本　法子(1)
佐々木　千粛(3) 今川　尚子(4) 岡　愛美(4) 高石　涼香(3) 豊澤　みどり(3) 林　玲美(3) 青木　円花(4)
林　玲美(3) 1m66 中村　真璃子(3) 1m58 福田　早紀(1) 1m55 塚越　千弘(3) 1m50 山崎　真奈(2) 1m45 大西　美佐歩(4) 1m45 泉屋　咲月(1) 1m40
京都大 GR 東北大 大阪大 北海道大 大阪大 名古屋大 東北大
内山　咲良(2) 5m55(+1.0) 野尻　真由(1) 5m49(+1.9) 今川　尚子(4) 5m38(-0.1) 岩本　法子(1) 5m34(0.0) 吉村　梢(4) 5m33(+0.5) 大西　美佐歩(4) 5m06(+0.5) 阿久根　清羅(4) 5m04(+0.1) 尾崎　里帆(1) 5m00(+0.6)
東京大 大阪大 大阪大 九州大 東北大 名古屋大 九州大 北海道大
大西　美佐歩(4) 10m92 横山　優花(3) 10m48 綿谷　咲良(3) 10m09 塚越　千弘(3) 9m61 河内　慶子(4) 9m48 神代　結(3) 8m70 福井　優輝(2) 8m33 坪野　夏帆(2) 8m21
名古屋大 京都大 北海道大 北海道大 名古屋大 大阪大 京都大 大阪大

女子総合 東北大 19点 大阪大 19点 東京大 16点 京都大 10点 名古屋大 9点 北海道大 5点 九州大 2点
女子トラック 東北大 16点 東京大 12点 大阪大 12点 名古屋大 5点 京都大 3点 北海道大/九州大 1点

女子フィールド 京都大 7点 大阪大 7点 東京大/名古屋大 4点 北海道大 4点 東北大 3点 九州大 1点
凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

5位 6位 7位

7月30日
女子100m 
風：+1.0

7月30日 女子400m

8位

第６８回全国七大学対校陸上競技大会兼第２８回全国七大学対校女子陸上競技大会 
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】 
2017/07/29 ～ 2017/07/30

1位 2位 3位 4位

7月30日 女子800m

7月30日 女子3000m

7月30日 女子4×100mR

対抗得点

7月30日 女子走高跳

7月30日 女子走幅跳

7月30日 女子砲丸投(4.000kg)


