
大会名：第19回全国七大学対校女子陸上競技大会 　
場　所：宮城陸上競技場
期　日：平成20年8月2日(土)･3日(日)

期日

沼田亜侑美 (3) 12″71 澤村真由子 (2) 13″20 冨田　夏希 (3) 13″35 絹岡なずな (1) 13″40 高島　知充 (2) 13″43 脇坂美穂子 (4) 13″54 成瀬　葉香 (1) 13″59 大久保渥子 (3) 13″87

風： -1.3 北大･北海道 阪大･兵庫 京大･大阪 阪大･大阪 北大･東京 東北大･宮城 名大･静岡 東大･東京

只野　奏子 (4) 58″34 田中　萌子 (4) 60″98 金尾明日美 (4) 61″22 日下　桃子 (3) 62″36 脇坂美穂子 (4) 63″13 板倉　未来 (3) 63″21 橋元　玲奈 (3) 66″04

北大･北海道 阪大･大阪 名大･愛知 東大･東京 東北大･宮城 北大･栃木 阪大･愛知

只野　奏子 (4) 2′13″68 安川　裕子 (4) 2′17″94 日下　桃子 (3) 2′19″85 歌津　　歩 (2) 2′20″86 藤竹　瑞穂 (4) 2′25″61 小山　倫代 (6) 2′26″99 那須　祐子 (1) 2′27″61 今本奈津美 (4) 2′28″48

北大･北海道 NGR 名大･愛知 東大･東京 阪大･兵庫 九大･福岡 名大･愛知 九大･山口 阪大･岐阜

小山　倫代 (6) 10′20″39 青山えりか (4) 10′33″84 山本しおり (3) 10′35″55 村野友香梨 (4) 10′38″49 柴田　沙織 (2) 11′01″26 小海　麻美 (2) 11′07″14 生川　幸奈 (2) 11′19″35 大渕　真波 (4) 11′19″90

名大･愛知 九大･福岡 名大･愛知 九大･佐賀 阪大･三重 東北大･宮城 阪大･奈良 東北大･宮城

北海道大学 50″25 名古屋大学 51″87 東京大学 52″68 東北大学 52″77 京都大学 53″48

湯澤　明夏 (3)     北海道 菅野裕美子 (1)     愛知 大久保渥子 (3)     東京 飛内　　茜 (3)     宮城 廣瀬亜由美 (3)     京都

沼田亜侑美 (3)     北海道 成瀬　葉香 (1)     静岡 清水　　蘭 (3)     東京 菊地亜加里 (3)     宮城 冨田　夏希 (3)     大阪

只野　奏子 (4)     北海道 村松沙那恵 (2)     愛知 高山　花子 (2)     北海道 脇坂美穂子 (4)     宮城 福谷　彩織 (2)     京都

高島　知充 (2)     東京 金尾明日美 (4)     愛知 日下　桃子 (3)     東京 酒巻　貴子 (4)     宮城 早瀬紗也佳 (4)     京都

湯澤　明夏 (3) 1m51 木本　早苗 (2) 1m48 菊地亜加里 (3) 1m45 早瀬紗也佳 (4) 加藤ほたる (1) 1m40 田口　　蛍 (1) 1m40 春田みどり (2) 1m30 寺田　遥香 (1) 1m25

北大･北海道 阪大･大阪 東北大･宮城 京大･京都 阪大･大阪 同順位 北大･北海道 名大･愛知 名大･三重

沼田亜侑美 (3) 5m63 : +0.2 高島　知充 (2) 5m36 :+2.1 冨田　夏希 (3) 5m17 :+2.5 菊地亜加里 (3) 5m17 :+2.3 宮崎　福美 (3) 5m01 :+1.2 高山　花子 (2) 4m87 :+0.5 春田みどり (2) 4m82 :+0.5 木本　早苗 (2) 4m68 :+1.7

北大･北海道 北大･東京 京大･大阪 ※5m11:+0.6 東北大･宮城 ※5m06:+1.1 阪大･兵庫 東大･北海道 名大･愛知 阪大･大阪

小中真由美 (1) 11m35 青山　聡子 (4) 10m71 楠木　千尋 (3) 8m24 平島　　幸 (4) 8m23 宮崎　福美 (3) 8m05 早瀬紗也佳 (4) 8m00 寺田　遥香 (1) 7m37 藤竹　瑞穂 (4) 7m36

名大･京都 九大･兵庫 東大･東京 北大･徳島 阪大･兵庫 京大･京都 名大･三重 九大･福岡

NGR : 大会新記録 ※：セカンド記録
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砲丸投

主　　催：弘前大学陸上競技部

運営協力：青森陸上競技協会　弘前市陸上競技協会　　
 　　　　 東北学生陸上競技連盟


